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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 889 2.6 △87 ― △80 ― △81 ―

21年3月期第1四半期 866 ― △175 ― △165 ― △158 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △9.58 ―

21年3月期第1四半期 △18.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 5,120 2,574 50.3 303.05
21年3月期 5,176 2,624 50.7 308.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,574百万円 21年3月期  2,624百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,339 11.8 △42 ― △35 ― △42 ― △5.05

通期 5,003 6.4 60 ― 72 ― 57 ― 6.77
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,744,091株 21年3月期  8,744,091株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  249,879株 21年3月期  249,371株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 8,494,632株 21年3月期第1四半期 8,495,585株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想値と異なる結果とな
る可能性があります。 
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当第１四半期におけるわが国の経済は、世界的な金融不安の影響による景気後退に下げ止まりの兆しを
見せているものの、企業の設備投資の抑制、個人消費の停滞は続いており、依然として厳しい経済環境の
まま推移いたしました。 
 このような経営環境のもと、ＩＣＴ改革の進む情報通信革命のなか、当社は永年にわたる情報・通信の
事業実績で培った豊富な経験と確かな技術力をもって、一段と進展するユビキタスネットワーク情報社会
に対し、市場ニーズに適合したソリューションビジネスを継続して展開してまいりました。 
 この結果、当第１四半期における売上高は８億89百万円となりました。事業部門別には、建設事業部門
では、大手・中堅企業のＩＰネットワーク関連設備工事等が計画をやや下回って推移したことにより、売
上高は６億71百万円となり、情報システム事業部門では、独立行政法人を中心とした公会計システムや社
会福祉システム等が計画をやや下回って推移したため、売上高は２億円となりました。また、不動産賃貸
事業部門の売上高は17百万円と計画どおりに推移いたしました。 
 利益面では、売上高が計画をやや下回って推移しており、営業損失は87百万円、経常損失は80百万円と
なりました。四半期純損失につきましては、81百万円となりました。 
  

  

(1)財政状態の変動状況 
当第１四半期会計期間末の総資産は51億20百万円となり、前事業年度末と比較して55百万円減少いた

しました。これは主に、現金預金が３億87百万円、未成工事支出金等が２億33百万円、リース投資資産
が92百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が７億91百万円減少したこと等によります。 
 当第１四半期会計期間末の負債は25億46百万円となり、前事業年度末と比較して５百万円減少いたし
ました。これは主に、支払手形・工事未払金等が59百万円と賞与引当金が60百万円減少し、リース債務
が92百万円増加したこと等によります。 
 当第１四半期会計期間末の純資産は25億74百万円となり、前事業年度末と比較して50百万円減少いた
しました。これは主に、利益剰余金が81百万円減少し、その他有価証券評価差額金が30百万円増加した
こと等によります。 

(2)キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、３億89百万円の増加となりました。これは、税引前四半期純

損失77百万円と、売上債権８億30百万円、仕入債務59百万円、賞与引当金60百万円の減少やたな卸資産
の増加２億32万円等によります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、リース投資資産の回収による収入10百万円等により７百万円
の増加となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出10百万円があったこと等により
10百万円の減少となりました。 
 この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は11億39百万円となり、前事業年度末と比べ
３億87百万円の増加となりました。 
  

  

平成22年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績につきましては、平成21年５月18日付当社「平成
21年３月期決算短信（非連結）」にて発表いたしました予想から変更はありません。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

神田通信機㈱ (1992) 平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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該当事項はありません。 
  

 会計処理基準に関する事項の変更 
  完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準につきましては、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、
「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計
期間より適用し、当第１四半期会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性
が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用してお
ります。 
 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  
 表示方法の変更 
  四半期損益計算書関係 

前第１四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業
外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間より区分掲記することとしました。
なお、前第１四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取手数料」は1,472千円で
あります。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

神田通信機㈱ (1992) 平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,439,465 1,052,342

受取手形 70,696 29,802

完成工事未収入金 422,408 1,069,881

売掛金 95,255 280,102

未成工事支出金 395,747 156,896

仕掛品 32,632 37,583

材料貯蔵品 468 2,048

その他 66,671 49,244

貸倒引当金 △570 △3,366

流動資産合計 2,522,777 2,674,536

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 528,601 536,933

土地 1,520,934 1,520,934

その他（純額） 19,962 21,891

有形固定資産合計 2,069,498 2,079,759

無形固定資産 9,722 9,784

投資その他の資産   

投資有価証券 355,014 317,379

その他 176,021 106,878

貸倒引当金 △12,715 △12,201

投資その他の資産合計 518,319 412,056

固定資産合計 2,597,540 2,501,600

資産合計 5,120,318 5,176,137

負債の部   

流動負債   

支払手形 229,869 194,510

工事未払金 546,373 576,693

買掛金 168,881 233,852

短期借入金 265,000 265,000

未払法人税等 5,601 19,884

賞与引当金 42,100 102,600

その他 320,228 228,933

流動負債合計 1,578,054 1,621,474

固定負債   

退職給付引当金 783,259 815,093

その他 184,831 114,880

固定負債合計 968,091 929,973

負債合計 2,546,145 2,551,448

神田通信機㈱ (1992) 平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,310,825 1,310,825

資本剰余金 1,087,084 1,087,149

利益剰余金 229,059 310,408

自己株式 △67,261 △67,260

株主資本合計 2,559,707 2,641,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,465 △16,432

評価・換算差額等合計 14,465 △16,432

純資産合計 2,574,172 2,624,688

負債純資産合計 5,120,318 5,176,137

神田通信機㈱ (1992) 平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 866,593 889,497

売上原価 681,620 684,395

売上総利益 184,972 205,101

販売費及び一般管理費 360,513 292,960

営業損失（△） △175,540 △87,858

営業外収益   

受取配当金 6,848 6,037

受取手数料 － 2,050

その他 4,809 1,201

営業外収益合計 11,657 9,289

営業外費用   

支払利息 1,894 1,588

その他 91 83

営業外費用合計 1,986 1,671

経常損失（△） △165,869 △80,240

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,281

確定拠出年金移行益 13,569 －

特別利益合計 13,569 2,281

特別損失   

貸倒引当金繰入額 2,693 －

特別損失合計 2,693 －

税引前四半期純損失（△） △154,992 △77,959

法人税、住民税及び事業税 3,600 3,389

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,600 3,389

四半期純損失（△） △158,592 △81,348

神田通信機㈱ (1992) 平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △154,992 △77,959

減価償却費 11,680 10,628

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,453 △2,281

賞与引当金の増減額（△は減少） △79,000 △60,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,720 －

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,420 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,440 △31,833

受取利息及び受取配当金 △7,803 △6,347

支払利息 1,894 1,588

売上債権の増減額（△は増加） 1,027,122 830,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,865 △232,320

仕入債務の増減額（△は減少） △475,245 △59,032

未払消費税等の増減額（△は減少） △30,185 △31,340

その他の資産の増減額（△は増加） △5,340 5,820

その他の負債の増減額（△は減少） 42,885 51,571

小計 302,863 398,518

利息及び配当金の受取額 7,922 6,521

利息の支払額 △1,795 △1,504

法人税等の支払額 △7,984 △13,865

営業活動によるキャッシュ・フロー 301,005 389,670

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △234,000 △234,000

定期預金の払戻による収入 234,000 234,000

有形固定資産の取得による支出 △1,500 △900

投資有価証券の取得による支出 △846 △563

リース投資資産の回収による収入 － 10,093

その他の支出 △658 △1,158

その他の収入 75 250

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,930 7,720

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,000 －

リース債務の返済による支出 － △10,093

配当金の支払額 △19,564 △32

自己株式の処分による収入 － 60

自己株式の取得による支出 △220 △125

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,784 △10,190

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 276,290 387,200

現金及び現金同等物の期首残高 939,816 752,598

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,216,106 1,139,799

神田通信機㈱ (1992) 平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

 

(注)金額には消費税等は含まれておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

 部門別売上高及び受注の状況

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日)
増  減

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

区 分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円) 率(％) 金額(千円)
構成比
(％)

受
注
高

建設事業部門 688,602 73.6 854,792 81.5 166,189 24.1 3,685,566 77.7

情報システム 
事業部門

234,355 25.0 176,952 16.9 △ 57,403 △ 24.5 997,544 21.0

不動産賃貸 
事業部門

12,661 1.4 17,355 1.6 4,693 37.1 61,915 1.3

合 計 935,619 100.0 1,049,100 100.0 113,480 12.1 4,745,026 100.0

売
上
高

建設事業部門 639,602 73.8 671,451 75.5 31,848 5.0 3,621,840 77.0

情報システム 
事業部門

214,329 24.7 200,691 22.6 △ 13,637 △ 6.4 1,018,250 21.7

不動産賃貸 
事業部門

12,661 1.5 17,355 1.9 4,693 37.1 61,915 1.3

合 計 866,593 100.0 889,497 100.0 22,904 2.6 4,702,006 100.0

受
注
残
高

建設事業部門 897,333 81.8 1,095,401 89.0 198,067 22.1 912,059 85.1

情報システム 
事業部門

199,832 18.2 135,361 11.0 △ 64,470 △ 32.3 159,100 14.9

不動産賃貸 
事業部門

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

合 計 1,097,166 100.0 1,230,762 100.0 133,596 12.2 1,071,160 100.0
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