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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

（注）当第3四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載して
おりません。平成20年12月期第3四半期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しないた
め記載しておりません。 

(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 ％

21年12月期第3四半期 8,351 ― 31 ― 25 ― △41 ―

20年12月期第3四半期 8,860 ― 290 ― 289 ― 169 ―

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

21年12月期第3四半期 △6,270.96 ―

20年12月期第3四半期 25,265.59 ―

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

21年12月期第3四半期 3,376 1,297 38.4 198,428.57
20年12月期 3,495 1,398 40.0 208,523.66

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  1,297百万円 20年12月期  1,398百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 6,900.00 6,900.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

6,900.00 6,900.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 10,932 △6.6 29 △91.1 21 △93.0 △43 ― △6,545.48
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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） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(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） 21年12月期第3四半期 6,705株 20年12月期  6,705株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  165株 20年12月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 6,606株 20年12月期第3四半期 6,705株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、昨秋以降の世界的な金融・経済危機による実体経済への影響

から、企業の収益環境や雇用環境は依然として厳しく、国内景気は低調なまま推移いたしました。 

 当社の属するコンピュータ販売業界におきましては、企業利益の悪化や景気の先行き不安感等から、企業の

買い替え需要等の低迷により、厳しい状況が継続しております。 

 このような環境下、当社は、営業体制の拡充及び重点顧客の適時見直しを継続して実施してまいりました。 

  以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は 千円、経常利益は 千円となりました。また、

当期の業績見通しを踏まえて、繰延税金資産の回収の可能性を慎重に見直し、回収が見込める部分を除いて取

り崩した結果、四半期純損失は 千円となりました。 

①コンピュータ事業 

 顧客企業における設備投資が低調に推移する厳しい状況が続き、売上高は 千円となりました。 

②アスクル＆サプライ事業 

 コンピュータ事業の顧客を中心に、取引数が順調に拡大したことにより、売上高は 千円となりまし

た。 

③サービス＆サポート事業 

 顧客企業における案件規模の縮小や先延ばし等の影響により、売上高は 千円となりました。 

  

なお、平成21年12月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年

12月期第１四半期決算短信（平成21年５月８日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年８月７日開示）をご

参照ください。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

  （流動資産） 

当第３四半期会計期間末の流動資産の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、

千円減少いたしました。現金及び預金が減少したことが大きな要因であります。 

 （固定資産） 

当第３四半期会計期間末の固定資産の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千円

増加いたしました。本社移転に伴い有形固定資産及び投資その他の資産が増加したことが大きな要因であります。

 （流動負債） 

当第３四半期会計期間末の流動負債の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、

千円減少いたしました。１年内返済予定の長期借入金が増加したものの、短期借入金が減少したことが大きな要因

であります。 

 （固定負債） 

当第３四半期会計期間末の固定負債の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千円

増加いたしました。長期借入金が増加したことが大きな要因であります。 

 （純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ 千円減少し 千円となりました。

利益剰余金が減少したことが大きな要因であります。自己資本比率は %から %に減少しました。 

なお、１株当たりの純資産額は前事業年度末に比べ 円09銭減少し 円57銭となりました。 

  

（２） キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期会計期間末と比較

して 千円減少し、 千円となりました。 

当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加 千円があったものの、仕入債務の増加

千円等により、 千円の資金の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金等の預入による支出 千円及び敷金・保証金の支払による

支出 千円等により、 千円の資金の減少となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

2,616,383 8,237

△24,572

2,080,551

390,097

145,734

２．財政状態に関する定性的情報

3,081,427 3,259,365

177,938

294,674 235,814 58,859

1,737,962 1,821,621 83,658

340,416 275,408 65,008

100,428 1,297,722

40.0 38.4

10,095 198,428

185,363 1,112,147

79,461 113,169

34,940

85,500

59,880 127,742
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出により、 千円の資金の減少となりま

した。 

  

今後の見通しといたしましては、依然として企業の収益環境や雇用環境は厳しい状況であり、投資の抑制や先延ば

しが継続すると思われます。 

当社といたしましては、引き続き営業体制の拡充と、販売費及び一般管理費の削減を推進することで、経営基盤の

安定強化と業績向上に努めてまいります。  

通期業績予想につきましては、平成21年８月７日に公表いたしました「平成21年12月期第２四半期決算短信（非連

結）」の業績予想から、売上高10,932百万円、営業利益29百万円、経常利益21百万円、当期純損失△43百万円に修正

しております。なお、詳細につきましては、本日付けにて、別途公表しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

１. 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

  当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関 

 する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表 

 等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

２. たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっており 

 ましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年 

 ７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性 

 の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

92,562

３．業績予想に関する定性的情報

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
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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３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,389,325 1,577,856 

受取手形及び売掛金 1,352,516 1,438,855 

商品 284,227 202,599 

その他 64,075 48,974 

貸倒引当金 △8,717 △8,920 

流動資産合計 3,081,427 3,259,365 

固定資産   

有形固定資産 35,099 8,222 

無形固定資産 12,113 11,553 

投資その他の資産   

投資有価証券 44,690 37,593 

その他 281,891 198,452 

貸倒引当金 △79,120 △20,007 

投資その他の資産合計 247,461 216,038 

固定資産合計 294,674 235,814 

資産合計 3,376,101 3,495,180 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,212,557 1,174,368 

短期借入金 － 250,000 

1年内返済予定の長期借入金 370,248 214,124 

未払法人税等 － 61,548 

賞与引当金 22,392 21,428 

本社移転費用引当金 10,094 － 

その他 122,670 100,152 

流動負債合計 1,737,962 1,821,621 

固定負債   

長期借入金 340,075 275,408 

その他 341 － 

固定負債合計 340,416 275,408 

負債合計 2,078,379 2,097,029 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 250,865 250,865 

資本剰余金 201,000 201,000 

利益剰余金 858,194 945,885 

自己株式 △14,979 － 

株主資本合計 1,295,079 1,397,750 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,642 400 

評価・換算差額等合計 2,642 400 

純資産合計 1,297,722 1,398,151 

負債純資産合計 3,376,101 3,495,180 
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,351,009 

売上原価 7,195,971 

売上総利益 1,155,037 

販売費及び一般管理費 1,123,788 

営業利益 31,249 

営業外収益  

受取利息 1,638 

受取配当金 996 

その他 853 

営業外収益合計 3,488 

営業外費用  

支払利息 9,114 

その他 230 

営業外費用合計 9,344 

経常利益 25,393 

特別損失  

本社移転費用 30,293 

本社移転費用引当金繰入額 10,094 

特別損失合計 40,387 

税引前四半期純損失（△） △14,994 

法人税、住民税及び事業税 22,466 

法人税等調整額 3,964 

法人税等合計 26,431 

四半期純損失（△） △41,425 
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,616,383 

売上原価 2,248,419 

売上総利益 367,963 

販売費及び一般管理費 358,077 

営業利益 9,886 

営業外収益  

受取利息 389 

受取配当金 242 

広告料収入 300 

その他 160 

営業外収益合計 1,092 

営業外費用  

支払利息 2,740 

その他 0 

営業外費用合計 2,741 

経常利益 8,237 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,782 

本社移転費用引当金戻入額 1,019 

特別利益合計 3,801 

税引前四半期純利益 12,038 

法人税、住民税及び事業税 △2,578 

法人税等調整額 39,189 

法人税等合計 36,611 

四半期純損失（△） △24,572 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９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（△） △14,994 

減価償却費 4,622 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,221 

賞与引当金の増減額（△は減少） 964 

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 10,094 

受取利息及び受取配当金 △2,634 

支払利息 9,114 

本社移転費用 30,293 

売上債権の増減額（△は増加） 23,613 

たな卸資産の増減額（△は増加） △81,237 

仕入債務の増減額（△は減少） 38,188 

その他 △13,185 

小計 67,059 

利息及び配当金の受取額 2,552 

利息の支払額 △9,137 

本社移転費用支払額 △5,811 

法人税等の支払額 △83,630 

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,968 

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 △243,500 

定期預金の払戻による収入 153,000 

敷金及び保証金の差入による支出 △59,880 

その他 △9,236 

投資活動によるキャッシュ・フロー △159,616 

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） △250,000 

長期借入れによる収入 500,000 

長期借入金の返済による支出 △279,209 

自己株式の取得による支出 △14,979 

配当金の支払額 △46,257 

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,446 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279,031 

現金及び現金同等物の期首残高 1,391,178 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,112,147 
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 

第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  8,860,104

Ⅱ 売上原価  7,575,578

売上総利益  1,284,525

Ⅲ 販売費及び一般管理費  994,346

営業利益  290,179

Ⅳ 営業外収益  4,432

Ⅴ 営業外費用  5,328

経常利益  289,282

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  －

税引前四半期純利益  289,282

法人税、住民税及び事業税   118,703

法人税等調整額  1,172

四半期純利益  169,405
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前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前四半期利益         289,282 

 減価償却費     6,336 

 貸倒引当金の増減額（減少：△）     1,644 

 賞与引当金の増減額（減少：△）     4,863 

 受取利息及び受取配当金     △3,952 

 支払利息         4,311 

 売上債権の増減額（増加：△）     58,247 

 たな卸資産の増減額（増加：△）     △37,389 

 仕入債務の増減額（減少：△）     11,687 

 その他     △22,558 

小計     312,472 

 利息及び配当金の受取額     3,866 

 利息の支払額     △4,666 

 法人税等の支払額     △142,662 

 営業活動によるキャッシュ・フロー     169,010 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金等の預入による支出     △197,500 

 定期預金等の払戻による収入     148,000 

 有形固定資産の取得による支出  △7,685  

 無形固定資産の取得による支出 △7,800  

 投資有価証券の取得による支出  △5,278  

 敷金・保証金の支払による支出  △12,109  

 敷金・保証金の回収による収入  134  

投資活動によるキャッシュ・フロー     △82,241  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の増減額  △200,000  

 長期借入による収入     600,000 

 長期借入金の返済による支出     △281,567 

 配当金の支払額     △45,594 

財務活動によるキャッシュ・フロー     72,839 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）     159,608 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高     1,089,028 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高     1,248,637 
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