
 

平成 25 年６月 24 日 

各   位 

東 京 都 新 宿 区 揚 場 町 2 番 1 号                     

大 興 電 子 通 信 株 式 会 社                       

代表取締役社長   津 玉 高 秀 

                                                  （コード番号８０２３ 東証第二部） 

問合せ先 
取締役 上席執行役員 

コーポレート本部長 山 寺  光 

（ＴＥＬ０３－３２６６－８１１１） 
 
 

（訂正）「平成 21 年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 
 
 

当社は、平成 25 年６月６日付の当社適時開示「調査結果の概算額および決算発表

予定日について」でお知らせしましたとおり、過年度決算短信の訂正作業を進めてま

いりました。 

このたび、平成 20 年 11 月 12 日付「平成 21 年３月期 第２四半期決算短信」の訂

正作業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせします。 

訂正箇所が多数に上るため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇

所には下線 を付して表示しております。 

 

以 上 

 



 

 
（財）財務会計基準機構会員 

【訂正後】 

平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

平成 20 年 11 月 12 日 
 
上 場 会 社 名 大興電子通信株式会社      上場取引所 東 
コ ー ド 番 号 8023                ＵＲＬ  http://www.daikodenshi.jp/ 
代 表 者 (役職名)代表取締役社長      (氏名)高橋 正道 
問合せ先責任者 (役職名)執行役員管理本部副本部長 (氏名)荻田 修    TEL(03)3266-8111 
四半期報告書提出予定日 平成 20 年 11 月 13 日 
 
 

(百万円未満切捨て) 

１．平成 21 年３月期第２四半期の連結業績(平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日) 
(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 ％ 

21 年３月期第２四半期

20 年３月期第２四半期

19,244 

22,129 

－ 

11.7 

△247

△254

－ 

－ 

△249

△257

－ 

－ 

△441 

△423 

－ 

－ 

  

 
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３月期第２四半期

20 年３月期第２四半期

△35 45 

△33  95 

－ 

－ 

 
(2)連結財政状態 

  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３月期第２四半期

20 年３月期 

19,007 

22,645 

3,713 

4,154 

19.0 

17.9 

289 72 

326 06 

（参考）自己資本 21 年３月期第２四半期 3,608 百万円   20 年３月期 4,062 百万円 
 
 

２．配当の状況 

  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 

20 年３月期 － － － － 0 00 

21 年３月期 － －    

21 年３月期（予想）   － 0 00 0 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

 

３．平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
 （％表示は、通期は対前期増減率） 

 
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 41,420 △7.5 191 70.3 222 97.2 △62 － △4 98 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 無 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

 

(2) 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    ： 有 

(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) 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（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もの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有  

② ①以外の変更        ： 有  

(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。 

 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数 

(自己株式を含む) 

21 年３月期第２四半期 12,561,219 株 20 年３月期 12,561,219 株

② 期末自己株式数 21 年３月期第２四半期 106,659 株 20 年３月期 101,449 株

③ 期中平均株式数 

(四半期連結累計期間) 

21 年３月期第２四半期 12,457,667 株 20 年３月期第２四半期 12,468,182 株

 
〔金額単位の変更について〕 

当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、百万円単位で記載しており
ましたが、当第２四半期連結会計期間より千円単位で記載する方法に変更いたしました。なお、
比較を容易にするため、前連結会計年度についても千円単位に組替え表示しております。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１、平成 20 年 5月 15 日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正してお

ります。なお、平成 20 年 10 月 24 日に業績予想の修正に関するお知らせとして適時開示しております。

２、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は

今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。 

３、当連結会計年度より「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

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期（６か月）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場
の低迷や、原油・原材料価格の高止まり等の影響により、個人消費の低迷と企業収益の悪化が顕著
となり、景気は全般的に減速傾向が強まるなかで推移しました。 
こうした環境のなか､当社グループは高い利益率を実現させるため、低収益ビジネスから成長性

の高い中堅企業向けのビジネスに経営資源を集中することで、効率的に利益を生み出す体制を整え
てまいりましたが、売上高減少に加え、景気低迷の長期化懸念から利幅が縮小しました。 
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前年の入札商談 25 億 78 百万

円により、受注高 54 億 10 百万円（前年同期比 51.2％）、売上高 74 億 79 百万円（前年同期比 73.1％）
と前期同期比で減少いたしました。 
ソリューションサービス部門は、受注高 130 億 22 百万円（前年同期比 94.0％）、売上高 117 億

65 百万円（前年同期比 98.8％）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 66億 68 百万円（前年同期比 92.9％）、売上高 62 億 80 百万円（前年同期比 105.9％）、保守
サービスが、受注高32億39百万円（前年同期比96.9％）、売上高30億80百万円（前年同期比98.8％）、
ネットワーク工事が、受注高 31 億 14 百万円（前年同期比 93.4％）、売上高 24億３百万円（前年同
期比 84.2％）であります。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高 184 億 33 百万円、（前年同期比 75.5％）、

売上高 192 億 44 百万円（前年同期比 87.0％）となりました。 
利益面につきましては、営業損失２億 47 百万円（前年同期営業損失２億 54 百万円）、経常損失

２億 49 百万円（前年同期経常損失２億 57 百万円）となりました。なお、投資有価証券評価損およ
び法人税、住民税、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 41 百万円（前年
同期四半期純損失４億 23 百万円）となりました。 
 
なお、前年同四半期増減率および前年同四半期の金額は参考として記載しております。 
 
＜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月に集中して計上される傾向にあるため、当社グループの売上高および利益は、第
２四半期、第４四半期に集中、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 

当連結第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より36億37百万円減少し、190億７百万円
となりました。この主な要因は、前連結会計年度末に集中した売上に係る債権が当四半期連結会計
期間において順調に回収されたことにより受取手形及び売掛金が37億19百万円減少し、これにとも
ない現金及び預金が２億45百万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31億97百万円減少し、152億93百万円となりました。
この主な要因は、前連結会計年度末に計上した仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が18億
91百万円減少したこと、及び短期借入金が返済により10億２百万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、13 億 42 百万円の収入となりました。これは主に売上債
権の減少による 37 億 23 百万円の収入及び退職給付引当金の増加による１億 45 百万円の収入、仕
入債務の減少による 18億 91 百万円の支出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、11 百万円の支出であり、主にソフトウェアの取得による
ものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、10 億 86 百万円の支出であり、主に短期借入金の返済に
よるものであります。 

これらの結果、当連結第２四半期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２億 44 百万円増加し、14億 77 百万円となりました。 

 
 
なお、前年同四半期増減率および前年同四半期の金額は参考として記載しております。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しにつきましては、世界的な金融危機が実体経済にまで影響を及ぼし、わが国におい
ても景気の後退が顕著となり、お客様のＩＴ投資に対する慎重姿勢から受注及び売上の減少が予想
されます。 

このような状況の下、第２四半期の実績を鑑み、以下のとおり平成 21 年３月期の業績予想を修
正しております。 

＜参考＞当期の連結業績予想の修正                 平成 20 年 10 月 24 日発表 

 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

前回発表予想（A） 

百万円 

42,300 

百万円

325

百万円

356

百万円 

124 

円 銭

9.95

今回発表予想（B） 41,420 191 222 △62 △4.98

増減額（B－A） △880 △134 △134 △186 －

増減率（％） △2.1 △41.2 △37.6 － －

（ご参考）前期実績

（平成20年3月期） 
44,791 112 112 △93 △7.51

※上記の業績予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実
際の業績は様々な不確定要因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。 

 
４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 
 
(2) 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 

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) 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 

①当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び
「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連
結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算
定する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい
ては、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当
額（利息相当額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によ
っております。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から
適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に
変更しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

     
  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年３月31日） 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,786,408 1,540,982

  受取手形及び売掛金 7,821,732 11,541,126

  機器及び材料 27,010 20,143

  仕掛品 4,700,312 4,663,030

  その他 406,328 473,767

  貸倒引当金 △12,223 △6,642

  流動資産合計 14,729,569 18,232,407

 固定資産  

  有形固定資産  1,403,205 1,346,637

  無形固定資産 172,023 211,106

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,695,789 1,833,893

   その他 1,103,487 1,110,012

   貸倒引当金 △96,660 △88,725

   投資その他の資産合計 2,702,615 2,855,180

  固定資産合計 4,277,844 4,412,924

 資産合計 19,007,414 22,645,332

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 5,259,852 7,151,333

  短期借入金 440,650 1,442,686

  未払法人税等 51,243 88,627

  賞与引当金 464,000 553,100

  製品保証引当金 5,500 5,900

  その他 1,009,036 1,282,036

  流動負債合計 7,230,282 10,523,684

 固定負債  

  長期借入金 140,000 210,000

  退職給付引当金 7,752,907 7,607,787

  役員退職慰労引当金 99,735 125,645

  手数料返還引当金 19,000 24,000

  負ののれん 774 65

  その他 50,944 －

  固定負債合計 8,063,362 7,967,498

 負債合計 15,293,645 18,491,182
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（単位：千円）

    
  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20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 △369,891 71,744

  自己株式 △25,917 △24,901

  株主資本合計 3,531,259 3,973,911

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 79,222 92,197

  繰延ヘッジ損益 △2,159 △3,461

  評価・換算差額等合計 77,062 88,736

 新株予約権 52,153 31,803

 少数株主持分 53,293 59,698

 純資産合計 3,713,768 4,154,149

負債純資産合計 19,007,414 22,645,332
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（2）四半期連結損益計算書 

(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

   
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

売上高  19,244,782 

売上原価 16,151,379 

売上総利益 3,093,403 

販売費及び一般管理費  3,340,878 

営業損失（△） △247,475 

営業外収益  

 受取利息 5,431 

 受取配当金 12,420 

 その他 20,674 

 営業外収益合計 38,526 

営業外費用  

 支払利息 15,285 

 組合出資持分損失 8,083 

 支払手数料 10,355 

 その他 7,094 

 営業外費用合計 40,819 

経常損失（△） △249,768 

特別利益  

 手数料返還引当金戻入額 4,892 

 特別利益合計 4,892 

特別損失  

 投資有価証券売却損 370 

 会員権評価損 9,875 

 投資有価証券評価損 91,661 

 特別損失合計 101,907 

税金等調整前四半期純損失（△） △346,783 

法人税、住民税及び事業税 38,648 

法人税等調整額 60,719 

法人税等合計 99,367 

少数株主損失（△） △4,514 

四半期純損失（△） △441,636 
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(第２四半期連結会計期間) 

（単位：千円）

   
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

売上高 11,490,007 

売上原価 9,369,155 

売上総利益 2,120,851 

販売費及び一般管理費  1,596,771 

営業利益 524,080 

営業外収益  

 受取利息 3,060 

 受取配当金 3,151 

 持分法による投資利益 10,377 

 その他 9,593 

 営業外収益合計 26,183 

営業外費用  

 支払利息 6,948 

 組合出資持分損失 8,083 

 支払手数料 5,272 

 その他 4,238 

 営業外費用合計 24,543 

経常利益 525,720 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 1,611 

 手数料返還引当金戻入額 3,976 

 特別利益合計 5,587 

特別損失  

 会員権評価損 9,875 

 投資有価証券評価損 89,496 

 特別損失合計 99,371 

税金等調整前四半期純利益 431,936 

法人税、住民税及び事業税 17,526 

法人税等調整額 △123,648 

法人税等合計 △106,121 

少数株主利益 10,533 

四半期純利益 527,524 
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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）

   
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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（△） △346,783 

 減価償却費 83,848 

 のれん償却額 709 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △89,100 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,516 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,910 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 145,119 

 受取利息及び受取配当金 △18,070 

 支払利息 15,285 

 持分法による投資損益（△は益） △5,679 

 投資有価証券売却損益（△は益） 370 

 投資有価証券評価損益（△は益） 91,661 

 会員権評価損 9,875 

 売上債権の増減額（△は増加） 3,723,503 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △44,754 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,891,480 

 その他 △249,041 

 小計 1,413,069 

 利息及び配当金の受取額 18,023 

 利息の支払額 △16,005 

 法人税等の支払額 △72,653 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,342,434 

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 △1,245 

 有形固定資産の取得による支出 △5,635 

 投資有価証券の取得による支出 △5,512 

 投資有価証券の売却による収入 4,779 

 無形固定資産の取得による支出 △9,277 

 その他 5,433 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △11,457 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の返済による支出 △1,000,000 

 長期借入金の返済による支出 △72,036 

 リース債務の返済による支出 △11,773 

 自己株式の取得による支出 △1,015 

 配当金の支払額 △79 

 少数株主への配当金の支払額 △1,890 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086,795 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244,180 

現金及び現金同等物の期首残高 1,233,053 

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,477,234 
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 (4)継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

(1)中間連結損益計算書 

   

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  22,129,771 100.0 

Ⅱ 売上原価  18,755,614 84.7 

売上総利益  3,374,157 15.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,628,752 16.4 

営業損失（△）  △254,595 △1.1 

Ⅳ 営業外収益    

   受取利息 4,309   

   受取配当金 14,184   

   受取家賃 4,740   

   受取手数料 9,031   

   受入助成金 4,919   

   その他 4,023 41,209 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

   支払利息 15,654   

   シンジケートローン手数料 4,400   

   コミットメントライン手数料 8,875   

   固定資産除却損 1,121   

   持分法による投資損失 11,763   

   その他 2,050 43,863 0.2 

   経常損失（△）  △257,249 △1.1 

Ⅵ 特別利益    

   手数料返還引当金戻入益 4,573   

   貸倒引当金戻入益 4,905 9,478 0.0 

   税金等調整前中間純損失（△）  △247,770 △1.1 

   法人税、住民税及び事業税 47,729   

   法人税等調整額 132,555 180,284 0.8 

少数株主損失（△）  △4,729 △0.0 

   中間純損失（△）  △423,325 △1.9 
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

 至 平成 19 年９月 30 日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失（△） △247,770 

減価償却費 63,070 

のれん償却額 709 

賞与引当金の減少額 △92,400 

貸倒引当金の減少額 △6,043 

役員退職慰労引当金の減少額 △105,558 

退職給付引当金の減少額 △59,950 

受取利息及び受取配当金 △18,919 

支払利息 15,654 

持分法による投資損失 11,763 

売上債権の減少額 2,487,169 

たな卸資産の増加額 △516,377 

仕入債務の減少額 △1,802,162 

その他 △167,050 

小計 △437,866 

利息及び配当金の受取額 18,133 

利息の支払額 △15,566 

法人税等の支払額 △308,231 

営業活動によるキャッシュ・フロー △743,531 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入れによる支出 △301,212 

定期預金の払戻しによる収入 300,000 

投資有価証券取得による支出 △243,427 

投資有価証券売却による収入 233,123 

有形固定資産取得による支出 △7,875 

無形固定資産取得による支出 △28,252 

その他 △2,802 

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,446 

Ⅲ 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 2,300,000 

短期借入金の返済による支出 △1,600,000 

長期借入金の返済による支出 △102,826 

自己株式売買による収支 △2,170 

配当金の支払額 △24,350 

少数株主への配当金の支払額 △4,230 

財務活動によるキャッシュ・フロー 566,423 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △227,554 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,239,833 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,012,279 
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６．その他 

受注および販売の状況 
(1)連結受注実績 

（単位：千円）  

 

 
(2)連結販売実績 

（単位：千円）  

 

受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比

% % % % % 

5,410,448 29.4 10,576,505 43.3 △48.8 2,682,375 27.4 18,842,118 41.8 

 ソフトウェアサービス 6,668,367 36.2 7,174,516 29.4 △7.1 3,627,791 37.0 14,171,013 31.5 

 保守サービス 3,239,563 17.5 3,343,348 13.7 △3.1 1,493,778 15.3 6,145,866 13.6 

 ネットワーク工事 3,114,825 16.9 3,334,370 13.6 △6.6 1,988,095 20.3 5,896,102 13.1 

小　　　　計 13,022,755 70.6 13,852,235 56.7 △6.0 7,109,665 72.6 26,212,982 58.2 

18,433,204 100.0 24,428,740 100.0 △24.5 9,792,040 100.0 45,055,101 100.0 

前連結会計年度

(20.4.1～20.9.30) (19.4.1～19.9.30) (19.4.1～20.3.31)

当第２四半期
対前年同
期増減率

当四半期

(20.7.1～20.9.30)

前第２四半期期別 

 部門・品目

合　　　　計

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス

 情報通信機器

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

% % % % % 

7,479,301 38.9 10,225,005 46.2 △26.9 3,949,271 34.4 18,693,455 41.7 

 ソフトウェアサービス 6,280,707 32.6 5,931,714 26.8 5.9 4,198,633 36.5 13,792,075 30.8 

 保守サービス 3,080,882 16.0 3,117,917 14.1 △1.2 1,640,372 14.3 6,324,210 14.1 

 ネットワーク工事 2,403,891 12.5 2,855,134 12.9 △15.8 1,701,729 14.8 5,982,224 13.4 

小　　　　計 11,765,481 61.1 11,904,766 53.8 △1.2 7,540,735 65.6 26,098,510 58.3 

19,244,782 100.0 22,129,771 100.0 △13.0 11,490,007 100.0 44,791,966 100.0 

前第２四半期

 部門・品目

(20.7.1～20.9.30)

当四半期当第２四半期

 情報通信機器

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス

合　　　　計

前連結会計年度

(20.4.1～20.9.30) (19.4.1～19.9.30) (19.4.1～20.3.31)

期別 
対前年同
期増減率
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（財）財務会計基準機構会員 

【訂正前】 

平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

平成 20 年 11 月 12 日 
 
上 場 会 社 名 大興電子通信株式会社      上場取引所 東 
コ ー ド 番 号 8023                ＵＲＬ  http://www.daikodenshi.jp/ 
代 表 者 (役職名)代表取締役社長      (氏名)高橋 正道 
問合せ先責任者 (役職名)執行役員管理本部副本部長 (氏名)荻田 修    TEL(03)3266-8111 
四半期報告書提出予定日 平成 20 年 11 月 13 日 
 
 

(百万円未満切捨て) 

１．平成 21 年３月期第２四半期の連結業績(平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日) 
(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 ％ 

21 年３月期第２四半期

20 年３月期第２四半期

19,244 

22,129 

－ 

11.7 

△252

△226

－ 

－ 

△254

△229

－ 

－ 

△451 

△395 

－ 

－ 

  

 
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３月期第２四半期

20 年３月期第２四半期

△36 21 

△31  74 

－ 

－ 

 
(2)連結財政状態 

  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３月期第２四半期

20 年３月期 

19,021 

22,668 

3,727 

4,177 

19.0 

18.0 

290 85 

327 95 

（参考）自己資本 21 年３月期第２四半期 3,622 百万円   20 年３月期 4,086 百万円 
 
 

２．配当の状況 

  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 

20 年３月期 － － － － 0 00 

21 年３月期 － －    

21 年３月期（予想）   － 0 00 0 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

 

３．平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
 （％表示は、通期は対前期増減率） 

 
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 41,420 △7.5 191 87.2 222 116.6 △62 － △4 98 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 無 
 

大興電子通信㈱（8023）平成21年３月期 第２四半期決算短信

1



 

  

 
 

４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

 

(2) 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    ： 有 

(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) 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（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もの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有  

② ①以外の変更        ： 有  

(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。 

 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数 

(自己株式を含む) 

21 年３月期第２四半期 12,561,219 株 20 年３月期 12,561,219 株

② 期末自己株式数 21 年３月期第２四半期 106,659 株 20 年３月期 101,449 株

③ 期中平均株式数 

(四半期連結累計期間) 

21 年３月期第２四半期 12,457,667 株 20 年３月期第２四半期 12,468,182 株

 
〔金額単位の変更について〕 

当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、百万円単位で記載しており
ましたが、当第２四半期連結会計期間より千円単位で記載する方法に変更いたしました。なお、
比較を容易にするため、前連結会計年度についても千円単位に組替え表示しております。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１、平成 20 年 5月 15 日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正してお

ります。なお、平成 20 年 10 月 24 日に業績予想の修正に関するお知らせとして適時開示しております。

２、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は

今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。 

３、当連結会計年度より「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

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期（６か月）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場
の低迷や、原油・原材料価格の高止まり等の影響により、個人消費の低迷と企業収益の悪化が顕著
となり、景気は全般的に減速傾向が強まるなかで推移しました。 
こうした環境のなか､当社グループは高い利益率を実現させるため、低収益ビジネスから成長性

の高い中堅企業向けのビジネスに経営資源を集中することで、効率的に利益を生み出す体制を整え
てまいりましたが、売上高減少に加え、景気低迷の長期化懸念から利幅が縮小しました。 
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前年の入札商談 25 億 78 百万

円により、受注高 54 億 10 百万円（前年同期比 51.2％）、売上高 74 億 79 百万円（前年同期比 73.1％）
と前期同期比で減少いたしました。 
ソリューションサービス部門は、受注高 130 億 22 百万円（前年同期比 94.0％）、売上高 117 億

65 百万円（前年同期比 98.8％）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 66億 68 百万円（前年同期比 92.9％）、売上高 62 億 80 百万円（前年同期比 105.9％）、保守
サービスが、受注高32億39百万円（前年同期比96.9％）、売上高30億80百万円（前年同期比98.8％）、
ネットワーク工事が、受注高 31 億 14 百万円（前年同期比 93.4％）、売上高 24億３百万円（前年同
期比 84.2％）であります。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高 184 億 33 百万円、（前年同期比 75.5％）、

売上高 192 億 44 百万円（前年同期比 87.0％）となりました。 
利益面につきましては、営業損失２億 52 百万円（前年同期営業損失２億 26 百万円）、経常損失

２億 54 百万円（前年同期経常損失２億 29 百万円）となりました。なお、投資有価証券評価損およ
び法人税、住民税、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３億 95 百万円）となりました。 
 
なお、前年同四半期増減率および前年同四半期の金額は参考として記載しております。 
 
＜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月に集中して計上される傾向にあるため、当社グループの売上高および利益は、第
２四半期、第４四半期に集中、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 

当連結第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より36億47百万円減少し、190億21百万円
となりました。この主な要因は、前連結会計年度末に集中した売上に係る債権が当四半期連結会計
期間において順調に回収されたことにより受取手形及び売掛金が37億19百万円減少し、これにとも
ない現金及び預金が２億45百万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31億97百万円減少し、152億93百万円となりました。
この主な要因は、前連結会計年度末に計上した仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が18億
91百万円減少したこと、及び短期借入金が返済により10億２百万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、13 億 42 百万円の収入となりました。これは主に売上債
権の減少による 37 億 23 百万円の収入及び退職給付引当金の増加による１億 45 百万円の収入、仕
入債務の減少による 18億 91 百万円の支出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、11 百万円の支出であり、主にソフトウェアの取得による
ものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、10 億 86 百万円の支出であり、主に短期借入金の返済に
よるものであります。 

これらの結果、当連結第２四半期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２億 44 百万円増加し、14億 77 百万円となりました。 

 
 
なお、前年同四半期増減率および前年同四半期の金額は参考として記載しております。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しにつきましては、世界的な金融危機が実体経済にまで影響を及ぼし、わが国におい
ても景気の後退が顕著となり、お客様のＩＴ投資に対する慎重姿勢から受注及び売上の減少が予想
されます。 

このような状況の下、第２四半期の実績を鑑み、以下のとおり平成 21 年３月期の業績予想を修
正しております。 

＜参考＞当期の連結業績予想の修正                 平成 20 年 10 月 24 日発表 

 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

前回発表予想（A） 

百万円 

42,300 

百万円

325

百万円

356

百万円 

124 

円 銭

9.95

今回発表予想（B） 41,420 191 222 △62 △4.98

増減額（B－A） △880 △134 △134 △186 －

増減率（％） △2.1 △41.2 △37.6 － －

（ご参考）前期実績

（平成20年3月期） 
44,791 102 102 △103 △8.32

※上記の業績予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実
際の業績は様々な不確定要因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。 

 
４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 
 
(2) 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 

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) 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 

①当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び
「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連
結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算
定する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい
ては、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当
額（利息相当額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によ
っております。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から
適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に
変更しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

     
  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年３月31日） 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,786,408 1,540,982

  受取手形及び売掛金 7,821,732 11,541,126

  機器及び材料 27,010 20,143

  仕掛品 4,718,940 4,686,577

  その他 401,810 473,767

  貸倒引当金 △12,223 △6,642

  流動資産合計 14,743,678 18,255,955

 固定資産  

  有形固定資産  1,403,205  1,346,637

  無形固定資産 172,023 211,106

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,695,789 1,833,893

   その他 1,103,487 1,110,012

   貸倒引当金 △96,660 △88,725

   投資その他の資産合計 2,702,615 2,855,180

  固定資産合計 4,277,844 4,412,924

 資産合計 19,021,523 22,668,879

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 5,259,852 7,151,333

  短期借入金  440,650  1,442,686

  未払法人税等 51,243 88,627

  賞与引当金 464,000 553,100

  製品保証引当金 5,500 5,900

  その他 1,009,036 1,282,036

  流動負債合計 7,230,282 10,523,684

 固定負債  

  長期借入金  140,000  210,000

  退職給付引当金 7,752,907 7,607,787

  役員退職慰労引当金 99,735 125,645

  手数料返還引当金 19,000 24,000

  負ののれん 774 65

  その他 50,944 －

  固定負債合計 8,063,362 7,967,498

 負債合計 15,293,645 18,491,182
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（単位：千円）

    
  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20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 △355,781 95,291

  自己株式 △25,917 △24,901

  株主資本合計 3,545,368 3,997,458

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 79,222 92,197

  繰延ヘッジ損益 △2,159 △3,461

  評価・換算差額等合計 77,062 88,736

 新株予約権 52,153 31,803

 少数株主持分 53,293 59,698

 純資産合計 3,727,878 4,177,696

負債純資産合計 19,021,523 22,668,879
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（2）四半期連結損益計算書 

(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

   
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

売上高  19,244,782 

売上原価 16,156,298 

売上総利益 3,088,484 

販売費及び一般管理費  3,340,878 

営業損失（△） △252,393 

営業外収益  

 受取利息 5,431 

 受取配当金 12,420 

 その他 20,674 

 営業外収益合計 38,526 

営業外費用  

 支払利息 15,285 

 組合出資持分損失 8,083 

 支払手数料 10,355 

 その他 7,094 

 営業外費用合計 40,819 

経常損失（△） △254,687 

特別利益  

 手数料返還引当金戻入額 4,892 

 特別利益合計 4,892 

特別損失  

 投資有価証券売却損 370 

 会員権評価損 9,875 

 投資有価証券評価損 91,661 

 特別損失合計 101,907 

税金等調整前四半期純損失（△） △351,702 

法人税、住民税及び事業税 38,648 

法人税等調整額 65,238 

法人税等合計 103,886 

少数株主損失（△） △4,514 

四半期純損失（△） △451,073 
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(第２四半期連結会計期間) 

（単位：千円）

   
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

売上高  11,490,007 

売上原価 9,370,296 

売上総利益 2,119,710 

販売費及び一般管理費  1,596,771 

営業利益 522,939 

営業外収益  

 受取利息 3,060 

 受取配当金 3,151 

 持分法による投資利益 10,377 

 その他 9,593 

 営業外収益合計 26,183 

営業外費用  

 支払利息 6,948 

 組合出資持分損失 8,083 

 支払手数料 5,272 

 その他 4,238 

 営業外費用合計 24,543 

経常利益 524,579 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 1,611 

 手数料返還引当金戻入額 3,976 

 特別利益合計 5,587 

特別損失  

 会員権評価損 9,875 

 投資有価証券評価損 89,496 

 特別損失合計 99,371 

税金等調整前四半期純利益 430,795 

法人税、住民税及び事業税 17,526 

法人税等調整額 △121,585 

法人税等合計 △104,058 

少数株主利益 10,533 

四半期純利益 524,320 
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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）

   
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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（△） △351,702 

 減価償却費 83,848 

 のれん償却額 709 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △89,100 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,516 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,910 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 145,119 

 受取利息及び受取配当金 △18,070 

 支払利息 15,285 

 持分法による投資損益（△は益） △5,679 

 投資有価証券売却損益（△は益） 370 

 投資有価証券評価損益（△は益） 91,661 

 会員権評価損 9,875 

 売上債権の増減額（△は増加） 3,723,503 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △39,836 

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,891,480 

 その他 △249,041 

 小計 1,413,069 

 利息及び配当金の受取額 18,023 

 利息の支払額 △16,005 

 法人税等の支払額 △72,653 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,342,434 

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 △1,245 

 有形固定資産の取得による支出 △5,635 

 投資有価証券の取得による支出 △5,512 

 投資有価証券の売却による収入 4,779 

 無形固定資産の取得による支出 △9,277 

 その他 5,433 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △11,457 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の返済による支出 △1,000,000 

 長期借入金の返済による支出 △72,036 

 リース債務の返済による支出 △11,773 

 自己株式の取得による支出 △1,015 

 配当金の支払額 △79 

 少数株主への配当金の支払額 △1,890 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086,795 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244,180 

現金及び現金同等物の期首残高 1,233,053 

現金及び現金同等物の四半期末残高  1,477,234 
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 (4)継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

(1)中間連結損益計算書 

   

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  22,129,771 100.0 

Ⅱ 売上原価  18,727,974 84.6 

売上総利益  3,401,797 15.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,628,752 16.4 

営業損失（△）  △226,955 △1.0 

Ⅳ 営業外収益    

   受取利息 4,309   

   受取配当金 14,184   

   受取家賃 4,740   

   受取手数料 9,031   

   受入助成金 4,919   

   その他 4,023 41,209 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

   支払利息 15,654   

   シンジケートローン手数料 4,400   

   コミットメントライン手数料 8,875   

   固定資産除却損 1,121   

   持分法による投資損失 11,763   

   その他 2,050 43,863 0.2 

   経常損失（△）  △229,609 △1.0 

Ⅵ 特別利益    

   手数料返還引当金戻入益 4,573   

   貸倒引当金戻入益 4,905 9,478 0.0 

   税金等調整前中間純損失（△）  △220,130 △1.0 

   法人税、住民税及び事業税 47,729   

   法人税等調整額 132,555 180,284 0.8 

少数株主損失（△）  △4,729 △0.0 

   中間純損失（△）  △395,685 △1.8 
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

 至 平成 19 年９月 30 日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失（△） △220,130 

減価償却費 63,070 

のれん償却額 709 

賞与引当金の減少額 △92,400 

貸倒引当金の減少額 △6,043 

役員退職慰労引当金の減少額 △105,558 

退職給付引当金の減少額 △59,950 

受取利息及び受取配当金 △18,919 

支払利息 15,654 

持分法による投資損失 11,763 

売上債権の減少額 2,487,169 

たな卸資産の増加額 △544,017 

仕入債務の減少額 △1,802,162 

その他 △167,050 

小計 △437,866 

利息及び配当金の受取額 18,133 

利息の支払額 △15,566 

法人税等の支払額 △308,231 

営業活動によるキャッシュ・フロー △743,531 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入れによる支出 △301,212 

定期預金の払戻しによる収入 300,000 

投資有価証券取得による支出 △243,427 

投資有価証券売却による収入 233,123 

有形固定資産取得による支出 △7,875 

無形固定資産取得による支出 △28,252 

その他 △2,802 

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,446 

Ⅲ 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 2,300,000 

短期借入金の返済による支出 △1,600,000 

長期借入金の返済による支出 △102,826 

自己株式売買による収支 △2,170 

配当金の支払額 △24,350 

少数株主への配当金の支払額 △4,230 

財務活動によるキャッシュ・フロー 566,423 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △227,554 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,239,833 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,012,279 
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６．その他 

受注および販売の状況 
(1)連結受注実績 

（単位：千円）  

 

 
(2)連結販売実績 

（単位：千円）  

 
 
 

受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比

% % % % % 

5,410,448 29.4 10,576,505 43.3 △48.8 2,682,375 27.4 18,842,118 41.8 

 ソフトウェアサービス 6,668,367 36.2 7,174,516 29.4 △7.1 3,627,791 37.0 14,171,013 31.5 

 保守サービス 3,239,563 17.5 3,343,348 13.7 △3.1 1,493,778 15.3 6,145,866 13.6 

 ネットワーク工事 3,114,825 16.9 3,334,370 13.6 △6.6 1,988,095 20.3 5,896,102 13.1 

小　　　　計 13,022,755 70.6 13,852,235 56.7 △6.0 7,109,665 72.6 26,212,982 58.2 

18,433,204 100.0 24,428,740 100.0 △24.5 9,792,040 100.0 45,055,101 100.0 

前連結会計年度

(20.4.1～20.9.30) (19.4.1～19.9.30) (19.4.1～20.3.31)

当第２四半期
対前年同
期増減率

当四半期

(20.7.1～20.9.30)

前第２四半期期別 

 部門・品目

合　　　　計

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス

 情報通信機器

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

% % % % % 

7,479,301 38.9 10,225,005 46.2 △26.9 3,949,271 34.4 18,693,455 41.7 

 ソフトウェアサービス 6,280,707 32.6 5,931,714 26.8 5.9 4,198,633 36.5 13,792,075 30.8 

 保守サービス 3,080,882 16.0 3,117,917 14.1 △1.2 1,640,372 14.3 6,324,210 14.1 

 ネットワーク工事 2,403,891 12.5 2,855,134 12.9 △15.8 1,701,729 14.8 5,982,224 13.4 

小　　　　計 11,765,481 61.1 11,904,766 53.8 △1.2 7,540,735 65.6 26,098,510 58.3 

19,244,782 100.0 22,129,771 100.0 △13.0 11,490,007 100.0 44,791,966 100.0 

前第２四半期

 部門・品目

(20.7.1～20.9.30)

当四半期当第２四半期

 情報通信機器

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス

合　　　　計

前連結会計年度

(20.4.1～20.9.30) (19.4.1～19.9.30) (19.4.1～20.3.31)

期別 
対前年同
期増減率
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