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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3月期第3四半期 21,246 1.6 △291 ― △299 ― △451 ―
22年3月期第3四半期 20,903 △19.6 △1,331 ― △1,323 ― △1,753 ―

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3月期第3四半期 △36.33 ―
22年3月期第3四半期 △140.90 ―

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3月期第3四半期 17,121 2,020 11.2 154.20
22年3月期 19,410 2,401 12.0 186.59

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,917百万円 22年3月期  2,321百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 32,000 △0.8 460 ― 440 ― 330 ― 26.53



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結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連結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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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せん。 

※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条件及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、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料３ページ「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3月期3Q 12,561,219株 22年3月期  12,561,219株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  125,815株 22年3月期  118,221株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 12,440,492株 22年3月期3Q 12,446,693株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前半において中国やインドなど新興国の需要伸張を背景とす

る緩やかな回復傾向が持続し、製造業をはじめとする企業収益の改善により、国内景気も持ち直していくことが期

待されるものの、急激な円高の進行や、鉱工業生産の減少とともに、輸出は弱含み、内需に関しても依然として厳

しい雇用状況等により下ぶれリスクが懸念される状態が続くことから、先行きについては慎重な見方が広がってお

ります。 

 当情報サービス業界は、業績に改善が見られる大手企業においては、これまで抑制していたＩＴ投資に一部再開

の動きが見られるものの、当社の主要顧客層である中堅企業では今後の業績推移になお不透明感が残ることから、

全体的には投資に慎重な姿勢が続いております。 

 こうした環境のなか、当社グループは「お客さま第一」の基本に立ち返り、既存のお客さまと緊密な関係を再構

築する「顧客視点」に立った営業活動を積極的に展開するとともに、社内においては品質向上を最重要課題と位置

づけ、基本動作を見直すための全社活動として「５Ｓ×５Ｓ活動」を推進し、社員一人ひとりの意識改革を徹底す

るなど企業風土の刷新を進めてまいりました。 

 部門別に概観いたしますと、情報通信機器部門は企業の投資抑制とハードウェアの価格競争激化が続きました

が、受注高77億55百万円（前年同期比128.7％）、売上高67億27百万円（前年同期比105.9％）と前年同期比で増加

いたしました。  

 ソリューションサービス部門は、受注高172億１百万円（前年同期比95.1％）、売上高145億18百万円（前年同期

比99.8％）となりました。同部門の内訳としては、ソフトウェアサービスが、受注高113億72百万円（前年同期比

98.1％）、売上高87億59百万円（前年同期比100.9％）、保守サービスが、受注高37億60百万円（前年同期比

82.3％）、売上高39億１百万円（前年同期比97.7％）、ネットワーク工事が、受注高20億69百万円（前年同期比

107.3％）、売上高18億57百万円（前年同期比98.9％）であります。  

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高249億57百万円（前年同期比103.5％）、売上高212億46

百万円（前年同期比101.6％）となりました。  

 利益面につきましては、営業損失２億91百万円（前年同期営業損失13億31百万円）、経常損失２億99百万円（前

年同期経常損失13億23百万円）と前年比で大きく改善いたしました。  

 なお、投資有価証券評価損、法人税、住民税及び事業税を計上した結果、四半期純損失につきましては、４億51

百万円（前年同期四半期純損失17億53百万円）となりました。  

  

＜当社グループの四半期業績の特性について＞  

 情報サービス産業の特性として、ハードウェアならびにシステムの導入および更新が年度の節目である９月、３

月に集中する傾向にあるため、当社グループの売上高および利益は、第２四半期、第４四半期に増加する特性があ

ります。  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より22億88百万円減少し、171億21百万円となり

ました。この主な要因は、当社グループの四半期業績の特性により、第３四半期会計期間が９月に計上した売上債

権の回収期にあたるため、受取手形及び売掛金が44億72百万円減少したこと、及び仕掛品が25億47百万円増加した

ことであります。  

 負債合計については、前連結会計年度末より19億７百万円減少し、151億１百万円となりました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金が11億85百万円、退職金制度変更による退職給付引当金が６億92百万円減少したことであ

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、４億98百万円の支出（前年同期は11億51百万円の支出）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純損失４億円、売上債権の減少45億14百万円、たな卸資産の増加25億43百万円、仕

入債務の減少11億85百万円及び退職給付引当金の減少６億92百万円によるものであります。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、52百万円の支出（前年同期は59百万円の収入）であり、主に無形固定資

産の取得によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億94百万円の収入（前年同期は９億45百万円の収入）であり、主に短

期借入金による収入及び社債の償還によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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これらの結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の期末残高

より３億56百万円減少し、19億92百万円となりました。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は、平成22年５月14日公表時から変更しておりません。  

 当第３四半期の業績は、概ね計画どおり推移しておりますが、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があ

ります。  

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。   

  

  

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法は、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出

する方法によっております。 

  

② 固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算出する方法によっております。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及

び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用し

ております。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

  

② 第１四半期連結会計期間より、「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。  

なお、これによる損益への影響はありません。 

  

（追加情報） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額の100％を計上しておりました

が、平成22年６月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給議案

が承認可決されました。これに伴い、役員退職慰労引当金を全額取り崩し、打ち切り支給額の未払分を固定負債の

その他に計上しております。  

   

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、前々連結会計年度において１億８百万円、前連結会計年度においては６億92百万円と２期連続

して営業損失を計上いたしました。また、前連結会計年度において経常損失６億90百万円、当期純損失11億82百万

円を計上しております。  

 このような状況により、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しておりますが、平成22年５月14日に発表い

たしました、以下の経営改善策を継続して実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認めら

れないと判断しております。  

 なお、当第３四半期連結累計期間において、営業損失２億91百万円（前期同期営業損失13億31百万円）、経常損

失２億99百万円（前期同期経常損失13億23百万円）、四半期純損失４億51百万円（前期同期四半期純損失17億53百

万円）と前年同期に比べて改善が図られております。 

  

２．その他の情報
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① 安定した収益基盤を確立するための施策 

・「お客さま第一」の基本に立ち返り、顧客視点から従来の営業活動を見直し、既存顧客からの受注を中心に、ア

カウントプランの対象となる顧客層の拡充、特化ビジネスの商品力の強化を図るとともに販売チャネルの拡充を

図っております。 

・インフラ・ＬＣＭビジネスの見直し、ソリューションＳＥ部門の要員増強、最適配置等、人事組織改革を実施し

ております。 

・重要な販売パートナーであります富士通株式会社と中堅民需市場において、注力する製品、業種を特定し協業を

強化しております。 

  

② 損益分岐点を引き下げる経費削減策 

・平成22年４月23日開催の当社取締役会において、現行の退職金制度における従業員への支給額を一律70％に減額

することを決議し、平成22年４月より適用しております。本制度の改定にともない退職給付債務が減少し過去勤

務債務が16億74百万円発生するため、平成23年３月期および平成24年３月期において、退職給付費用がそれぞれ

８億37百万円減少いたします。また、勤務費用につきましても、平成23年３月期から約１億円減少いたします。 

・役員報酬ならびに管理職および一般職の賃金減額につきましては、平成21年４月から１年間の限定措置としてお

りましたが、当第３四半期連結累計期間もこれを継続しております。 

・本社及び支店における、事務所賃借料を抑制し、年間約30百万円を削減いたします。 

・間接部門の統合等による一層の合理化推進を図ります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,118,229 2,472,376

受取手形及び売掛金 4,028,760 8,501,619

機器及び材料 12,001 16,234

仕掛品 6,738,391 4,190,497

その他 355,995 303,885

貸倒引当金 △5,210 △7,321

流動資産合計 13,248,169 15,477,292

固定資産   

有形固定資産 1,342,748 1,353,291

無形固定資産 225,784 246,416

投資その他の資産   

投資有価証券 1,628,104 1,700,762

その他 715,153 707,254

貸倒引当金 △47,219 △88,158

投資その他の資産合計 2,296,038 2,319,858

固定資産合計 3,864,571 3,919,566

繰延資産 9,251 13,505

資産合計 17,121,992 19,410,364

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,969,525 5,155,441

短期借入金 2,225,000 1,825,000

1年内償還予定の社債 265,200 265,200

1年内返済予定の長期借入金 68,000 68,000

未払法人税等 23,933 98,232

賞与引当金 144,500 374,800

製品保証引当金 2,600 2,600

その他 1,053,168 1,043,823

流動負債合計 7,751,927 8,833,098

固定負債   

社債 269,600 402,200

長期借入金 47,000 98,000

繰延税金負債 120,635 113,109

退職給付引当金 6,689,066 7,381,262

役員退職慰労引当金 41,833 131,468

手数料返還引当金 5,000 4,000

その他 176,730 45,683

固定負債合計 7,349,866 8,175,724

負債合計 15,101,794 17,008,822
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,654,257 3,654,257

資本剰余金 272,811 272,811

利益剰余金 △2,102,511 △1,650,571

自己株式 △28,708 △27,778

株主資本合計 1,795,848 2,248,718

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121,695 72,965

評価・換算差額等合計 121,695 72,965

少数株主持分 102,654 79,857

純資産合計 2,020,198 2,401,541

負債純資産合計 17,121,992 19,410,364
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 20,903,928 21,246,194

売上原価 17,837,288 17,378,746

売上総利益 3,066,640 3,867,447

販売費及び一般管理費 4,398,398 4,158,815

営業損失（△） △1,331,758 △291,367

営業外収益   

受取利息 3,326 1,739

受取配当金 16,831 18,510

負ののれん償却額 387 －

持分法による投資利益 21,955 6,474

その他 26,107 32,143

営業外収益合計 68,608 58,866

営業外費用   

支払利息 39,911 41,543

投資事業組合運用損 11,426 10,065

固定資産除却損 1,178 468

その他 7,817 14,696

営業外費用合計 60,334 66,774

経常損失（△） △1,323,484 △299,275

特別利益   

投資有価証券売却益 － 99

貸倒引当金戻入額 692 4,224

新株予約権戻入益 81,288 －

特別利益合計 81,981 4,323

特別損失   

投資有価証券評価損 76,117 105,934

固定資産評価損 1,203 －

特別損失合計 77,321 105,934

税金等調整前四半期純損失（△） △1,318,824 △400,885

法人税、住民税及び事業税 50,102 28,257

過年度法人税等 15,969 －

法人税等調整額 352,949 －

法人税等合計 419,021 28,257

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △429,143

少数株主利益 15,927 22,796

四半期純損失（△） △1,753,773 △451,940
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,936,070 5,892,123

売上原価 5,544,412 4,972,639

売上総利益 391,657 919,483

販売費及び一般管理費 1,473,215 1,388,610

営業損失（△） △1,081,558 △469,126

営業外収益   

受取利息 565 470

受取配当金 6,664 6,999

負ののれん償却額 129 －

持分法による投資利益 6,619 －

その他 14,370 5,000

営業外収益合計 28,349 12,470

営業外費用   

支払利息 14,193 13,732

持分法による投資損失 － 3,887

固定資産除却損 315 442

その他 5,449 3,186

営業外費用合計 19,957 21,249

経常損失（△） △1,073,166 △477,905

特別利益   

投資有価証券売却益 － 99

貸倒引当金戻入額 － 546

投資有価証券評価損戻入益 － 14,732

特別利益合計 － 15,378

特別損失   

投資有価証券評価損 8,875 －

固定資産評価損 1,203 －

特別損失合計 10,079 －

税金等調整前四半期純損失（△） △1,083,245 △462,527

法人税、住民税及び事業税 8,419 △4,528

過年度法人税等 15,969 －

法人税等調整額 292,821 －

法人税等合計 317,209 △4,528

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △457,998

少数株主利益 10,672 7,953

四半期純損失（△） △1,411,127 △465,952
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,318,824 △400,885

減価償却費 73,128 97,179

負ののれん償却額 △387 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △283,600 △230,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,580 △43,049

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,574 △89,635

退職給付引当金の増減額（△は減少） △534,965 △692,195

受取利息及び受取配当金 △20,157 △20,249

支払利息 39,911 41,543

持分法による投資損益（△は益） △21,955 △6,474

固定資産除却損 1,178 468

固定資産評価損 1,203 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △99

投資有価証券評価損益（△は益） 76,117 105,934

新株予約権戻入益 △81,288 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,606,324 4,514,149

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,036,518 △2,543,766

仕入債務の増減額（△は減少） △2,309,458 △1,185,915

その他 △221,761 67,263

小計 △1,028,058 △386,033

利息及び配当金の受取額 20,365 20,345

利息の支払額 △39,301 △40,651

法人税等の支払額 △104,709 △92,390

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,151,704 △498,729

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 △3,145 △74,687

定期預金の払戻による収入 301,000 72,000

有形固定資産の取得による支出 △2,068 △15,330

無形固定資産の取得による支出 △134,452 △27,125

投資有価証券の取得による支出 △112,783 △598

投資有価証券の売却による収入 － 3,157

投資有価証券の償還による収入 － 5,460

その他 10,472 △15,015

投資活動によるキャッシュ・フロー 59,022 △52,139
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 100,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △17,000 △51,000

リース債務の返済による支出 △18,136 △21,035

社債の発行による収入 782,985 －

社債の償還による支出 － △132,600

自己株式の取得による支出 △871 △930

配当金の支払額 △19 －

少数株主への配当金の支払額 △1,350 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 945,608 194,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,073 △356,434

現金及び現金同等物の期首残高 2,934,981 2,349,087

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,787,908 1,992,653

大興電子通信㈱（8023）平成23年３月期 第３四半期決算短信大興電子通信㈱（8023）平成23年３月期 第３四半期決算短信

10



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) 受注及び販売の状況 

① 連結受注実績 

(単位：千円)

  

② 連結販売実績 

(単位：千円)

  

(2) 訴訟 

 当社は、平成22年８月11日（訴状送達日：平成22年８月25日）、愛知電機株式会社から、当社との間に締結された

平成17年12月19日付「愛知電機株式会社新基幹システム構築」に関して、当社の債務不履行により損害が生じたとし

て、金４億95百万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求める訴訟を名古屋地方裁判所に提起されました。 

 これに対し当社は、債務不履行はないと認識しており、愛知電機株式会社が提起した本訴に対し、請求棄却を求め

ております。さらに、平成22年10月25日、同社の依頼により同社の新基幹システムの開発作業を行ったことに関する

報酬金４億50百万円およびこれに対する遅延損害金を請求する反訴を名古屋地方裁判所に対して提起いたしました。

 当社は、裁判で当社の正当性を主張していく方針ですが、本件訴訟による当社の経営成績に及ぼす影響は現時点で

は不明であります。  

  

４．補足情報

期別  当第３四半期 前第３四半期 対前年

同期 

増減率 

前連結会計年度 

(22.4.1～22.12.31) (21.4.1～21.12.31) (21.4.1～22.3.31) 

 部門・品目 受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比

  

  

  

 情報通信機器 

  %   % %   %

7,755,609 31.1 6,024,291 25.0  28.7 9,337,074 27.6

ソリュー 

ション 

サービス  

 ソフトウェアサービス 11,372,076 45.5 11,586,615 48.1  △1.9 15,703,615 46.3

 保守サービス 3,760,445 15.1 4,567,050 18.9  △17.7 6,099,059 18.0

 ネットワーク工事 2,069,327 8.3 1,927,920 8.0  7.3 2,733,387 8.1

  小    計 17,201,850 68.9 18,081,586 75.0  △4.9 24,536,061 72.4

合    計 24,957,459 100.0 24,105,877 100.0  3.5 33,873,135 100.0

期別  当第３四半期 前第３四半期 対前年

同期 

増減率 

前連結会計年度 

(22.4.1～22.12.31) (21.4.1～21.12.31) (21.4.1～22.3.31) 

 部門・品目 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  

  

  

 情報通信機器 

  %   % %   %

6,727,919 31.7 6,351,807 30.4  5.9 9,659,799 29.9

ソリュー 

ション 

サービス  

 ソフトウェアサービス 8,759,081 41.2 8,680,868 41.5  0.9 14,301,700 44.3

 保守サービス 3,901,518 18.4 3,993,155 19.1  △2.3 5,501,886 17.1

 ネットワーク工事 1,857,675 8.7 1,878,097 9.0  △1.1 2,800,211 8.7

  小    計 14,518,274 68.3 14,552,121 69.6  △0.2 22,603,799 70.1

合    計 21,246,194 100.0 20,903,928 100.0  1.6 32,263,598 100.0
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