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1.  平成23年9月期第1四半期の業績（平成22年10月1日～平成22年12月31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 ％

23年9月期第1四半期 6,923 4.4 △541 ― △542 ― △352 ―
22年9月期第1四半期 6,632 △16.6 △484 ― △492 ― △313 ―

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

23年9月期第1四半期 △41.41 ―
22年9月期第1四半期 △36.82 ―

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

23年9月期第1四半期 23,834 5,737 24.1 673.74
22年9月期 23,837 6,208 26.0 729.01

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  6,044百万円 22年9月期  6,208百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年9月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

22,500 11.4 470 161.0 510 127.6 280 212.8 32.88

通期 40,500 9.0 480 ― 570 ― 290 ― 34.05



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年9月期1Q 8,701,228株 22年9月期  8,701,228株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  185,715株 22年9月期  185,131株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 8,515,951株 22年9月期1Q 8,517,364株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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およ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条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直し等、緩やかな回

復基調が見られたものの、急速な円高による輸出環境の悪化や失業率が高水準にあるなど、依然として

厳しい状況で推移いたしました。このような環境のなか、当社は経営方針に基づく中長期経営戦略を的

確に実践するとともに、首都圏、関西圏を中心に業績の拡大を図り、各地方店所においてはそれぞれの

地域の特性にあった得意ビジネスの拡販に取組んでまいりました。 

 当第１四半期会計期間の業績につきまして、主たる事業基盤でありますネットワークにおいては、前

年同四半期に比べ金融、流通業向けＩＰテレフォニーシステム等の設備更新や自治体への拡販として全

国瞬時警報システム（J-ALERT)などが順調に推移いたしました。ソリューションにおいては自動車販売

店・部品販売店向けビジネスや運輸業向けシステム開発などが順調に推移したものの、中堅・中小企業

を中心とした設備投資の先送りなどの影響により、売上高は低調に推移いたしました。 

 一方、ＯＡ機器においては、パソコンのロット販売などが大幅に伸長したことから売上高が拡大いた

しました。サポートサービスにおいてはストックビジネスの拡大を目指し、ソフトウェア保守としての

ヘルプデスクサービス、運用支援サービスなど扶桑ＬＣＭサービスの拡販につとめ順調に売上拡大を図

ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期会計期間の業績は四半期業績の特性もあり、受注高9,100百万円(前年同四半

期比112.0％)、売上高6,923百万円(前年同四半期比104.4％)となりました。利益につきましては、原価

率の低減および販売管理費の削減につとめてまいりましたが、営業損失541百万円(前年同四半期営業損

失484百万円)、経常損失542百万円(前年同四半期経常損失492百万円)、四半期純損失は352百万円(前年

同四半期純損失313百万円)となりました。 

  

当第１四半期会計期間の部門別売上高は、通信機器部門2,784百万円(前年同四半期比102.7％)、電子

機器部門1,202百万円(前年同四半期比77.0％)、ＯＡ機器部門1,206百万円(前年同四半期比178.2％)、

保守部門1,729百万円(前年同四半期比102.8％)となりました。 

  

＜当社の四半期業績の特性について＞ 

ＩＴ(情報技術)業界に位置する当社の業績動向は季節的変動が大きく、システム導入および更新時

期が、お客様の決算期である３月、９月に集中する傾向にあるため、当社の売上高は第２四半期、第

４四半期に集中、増加する特性があります。 

  

(１)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の総資産は、23,834百万円となり、前事業年度末に比べ2百万円の減少とな

りました。 

 負債につきましては、18,097百万円となり、前事業年度末に比べ468百万円の増加となりました。負

債の主な増加理由は、賞与引当金が減少する一方、短期借入金が増加したことなどによるものです。 

 純資産につきましては、5,737百万円となり、前事業年度末に比べ471百万円の減少となりました。純

資産の主な減少理由は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものです。 

  

(２)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高（以下「資金」という。）は、前事

業年度末に比べ198百万円増加し、1,902百万円となりました。 

  

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、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〕   

営業活動で使用した資金は、前年同四半期に比べ148百万円増加し747百万円となりました。主な要因

は、当第１四半期の税引前四半期純損失が558百万円であったことと、たな卸資産および売上債権の増

減などによるものです。  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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
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〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 投資活動で得た資金は、前年同四半期に比べ594百万円増加し290百万円となりました。主な要因は、

投資有価証券の償還による収入によるものです。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 財務活動で得た資金は、前年同四半期に比べ301百万円減少し656百万円となりました。主な要因は、

短期借入れによる収入によるものです。 

  

平成23年９月期の業績予想につきましては、平成22年11月11日付「平成22年９月期 決算短信(非連

結)」において公表しました業績予想に変更はありません。 

  

簡便な会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が、前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸高を省略し、前事業年度末の実施棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ749千円増加し、税

引前四半期純損失は26,062千円増加しております。 

  

 該当事項はありません。 

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,902,633 1,703,793

受取手形及び売掛金 5,903,091 7,340,195

有価証券 99,910 399,911

商品 204,823 215,044

仕掛品 3,616,784 1,919,607

繰延税金資産 840,491 621,413

その他 445,748 737,771

貸倒引当金 △61,334 △68,732

流動資産合計 12,952,149 12,869,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,378,891 1,372,824

減価償却累計額 △825,362 △816,790

建物及び構築物（純額） 553,529 556,033

土地 218,410 218,410

その他 1,437,962 1,371,743

減価償却累計額 △490,923 △471,756

その他（純額） 947,039 899,987

有形固定資産合計 1,718,979 1,674,431

無形固定資産   

ソフトウエア 53,001 38,824

その他 22,131 36,143

無形固定資産合計 75,133 74,968

投資その他の資産   

投資有価証券 5,049,457 5,218,345

リース投資資産 589,018 586,843

差入保証金 468,576 480,870

繰延税金資産 2,945,737 2,899,100

その他 68,021 63,213

貸倒引当金 △32,153 △29,295

投資その他の資産合計 9,088,658 9,219,077

固定資産合計 10,882,770 10,968,477

資産合計 23,834,919 23,837,482
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,160,901 7,065,161

短期借入金 700,000 －

未払法人税等 4,932 51,712

前受金 522,025 534,609

賞与引当金 367,267 861,756

受注損失引当金 － 1,870

その他 1,621,265 1,325,235

流動負債合計 10,376,393 9,840,345

固定負債   

退職給付引当金 6,197,840 6,230,861

役員退職慰労引当金 73,886 145,112

リース債務 1,404,815 1,366,638

その他 44,784 46,168

固定負債合計 7,721,326 7,788,781

負債合計 18,097,719 17,629,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,083,500 1,083,500

資本剰余金 1,076,468 1,076,468

利益剰余金 4,138,478 4,542,216

自己株式 △86,186 △85,986

株主資本合計 6,212,260 6,616,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △475,059 △407,842

評価・換算差額等合計 △475,059 △407,842

純資産合計 5,737,200 6,208,355

負債純資産合計 23,834,919 23,837,482
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,632,621 6,923,433

売上原価 5,529,575 5,840,254

売上総利益 1,103,046 1,083,178

販売費及び一般管理費 1,587,461 1,624,304

営業損失（△） △484,415 △541,125

営業外収益   

受取利息 2,497 495

受取配当金 8,903 9,247

仕入割引 7,175 3,664

保険解約返戻金 11,356 －

その他 13,715 9,804

営業外収益合計 43,647 23,210

営業外費用   

支払利息 656 12,337

投資有価証券評価損 47,010 6,370

賃貸原価 1,606 1,481

その他 2,416 4,231

営業外費用合計 51,690 24,420

経常損失（△） △492,458 △542,334

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,850

貸倒引当金戻入額 3,446 7,453

特別利益合計 3,446 10,303

特別損失   

投資有価証券評価損 10,556 779

固定資産除却損 － 469

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25,313

特別損失合計 10,556 26,563

税引前四半期純損失（△） △499,568 △558,594

法人税、住民税及び事業税 13,489 13,628

法人税等調整額 △199,411 △219,581

法人税等合計 △185,922 △205,953

四半期純損失（△） △313,646 △352,640
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31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（△） △499,568 △558,594

減価償却費 24,045 49,538

固定資産除却損 － 469

保険解約返戻金 △11,356 －

投資有価証券評価損益（△は益） 57,566 7,150

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,850

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25,313

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,818 △4,541

賞与引当金の増減額（△は減少） △498,393 △494,488

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,450 △1,870

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48,697 △33,021

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,571 △71,226

受取利息及び受取配当金 △11,400 △9,742

支払利息 656 12,337

売上債権の増減額（△は増加） 1,366,821 1,424,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,160,617 △1,686,956

仕入債務の増減額（△は減少） △25,795 95,755

その他 248,618 547,909

小計 △606,061 △700,296

利息及び配当金の受取額 9,430 12,286

利息の支払額 △1,409 △12,337

保険解約返戻金の受取額 11,356 －

法人税等の支払額 △12,469 △47,348

営業活動によるキャッシュ・フロー △599,153 △747,696

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △301,429 △7,345

投資有価証券の償還による収入 47,732 348,583

有形固定資産の取得による支出 △5,038 △32,067

無形固定資産の取得による支出 △3,544 △3,669

敷金の差入による支出 △45,240 △12,333

その他 3,216 △3,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △304,304 290,007

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,000,000 700,000

自己株式の取得による支出 △64 △200

配当金の支払額 △41,597 △42,340

その他 － △931

財務活動によるキャッシュ・フロー 958,337 656,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,879 198,839

現金及び現金同等物の期首残高 1,855,383 1,703,793

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,910,262 1,902,633
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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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① 受注実績                      
 (単位：千円) 

 
  

② 販売実績 
                                          (単位：千円) 

4. 補足情報

(1)受注及び販売の状況

部 
門

品 目 ／ 期 別

前第１四半期
(H21.10.1～H21.12.31)

当第１四半期
(H22.10.1～H22.12.31)

（参考）前事業年度
(H21.10.1～H22.9.30)

金  額 構成比% 金  額 構成比% 金  額 構成比%

通 
信 
機 
器

通信機器設備 3,496,189 43.0 4,087,323 44.9 15,896,685 41.1

販売手数料 7,194 0.1 8,106 0.1 36,152 0.1 

小   計 3,503,383 43.1 4,095,430 45.0 15,932,838 41.2

電 
子 
機 
器

電算機 1,787,915 22.0 1,841,404 20.2 9,644,972 25.0 

システムソフト開発 380,847 4.7 374,759 4.1 1,927,164 5.0 

販売手数料 7,267 0.1 5,259 0.1 60,264 0.2

小   計 2,176,030 26.8 2,221,422 24.4 11,632,402 30.2

Ｏ 
Ａ 
機 
器

ＯＡ機器 631,941 7.8 894,973 9.8 3,715,247 9.6

サプライ用品 133,191 1.6 152,691 1.7 589,290 1.5

小   計 765,132 9.4 1,047,665 11.5 4,304,537 11.1

保 
守

通信機器設備保守 383,815 4.5 356,757 3.9 1,398,719 3.6

電算機・OA機器設備保守 1,320,320 16.2 1,379,710 15.2 5,383,222 13.9

小   計 1,684,135 20.7 1,376,467 19.1 6,781,942 17.5

   合   計 8,128,682 100.0 9,100,986 100.0 38,651,720 100.0 

部 
門

品 目 ／ 期 別

前第１四半期
(H21.10.1～H21.12.31)

当第１四半期
(H22.10.1～H22.12.31)

（参考）前事業年度
(H21.10.1～H22.9.30)

金  額 構成比% 金  額 構成比% 金  額 構成比%

通 
信 
機 
器

通信機器設備 2,704,136 40.8 2,776,134 40.1 15,593,586 42.0 

販売手数料 7,194 0.1 8,033 0.1 36,137 0.1 

小   計 2,711,330 40.9 2,784,168 40.2 15,629,724 42.1

電 
子 
機 
器

電算機 1,275,887 19.2 960,998 13.9 8,709,699 23.4

システムソフト開発 278,845 4.2 236,178 3.4 1,891,743 5.1

販売手数料 7,267 0.1 5,658 0.1 59,865 0.2 

小   計 1,562,000 23.5 1,202,835 17.4 10,661,309 28.7

Ｏ 
Ａ 
機 
器

ＯＡ機器 542,681 8.2 1,052,633 15.2 3,487,854 9.4

サプライ用品 134,708 2.0 154,239 2.2 590,582 1.6

小   計 677,390 10.2 1,206,872 17.4 4,078,437 11.0

保 
守

通信機器設備保守 363,815 5.5 356,757 5.2 1,398,719 3.7 

電算機・OA機器設備保守 1,318,084 19.9 1,372,799 19.8 5,382,635 14.5

小   計 1,681,900 25.4 1,729,556 25.0 6,781,354 18.2

   合   計 6,632,621 100.0 6,923,433 100.0 37,150,825 100.0 
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