
 

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３四半期決算短信」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 21 年２月 10 日付「平成 21 年３月期 第３四半期決算短信」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３四半期決算短信 

平成 21 年２月 10 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 21 年２月 13 日 
 
 

(百万円未満切捨て) 

１．平成 21 年３月期第３四半期の連結業績(平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 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３四半期

20 年３月期第３四半期

25,999 

29,607 

－ 

8.6 

△774

△1,052

－ 

－ 

△772

△1,059

－ 

－ 

△1,271 

△1,233 

－ 

－ 

  

 
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３四半期

20 年３月期第３四半期

△102 06 

△98  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３四半期

20 年３月期 

18,219 

22,645 

2,803 

4,154 

14.7 

17.9 

215 81 

326 06 

（参考）自己資本 21 年３月期第３四半期 2,687 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 39,100 △12.7 △348 － △356 － △780 － △62 62 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 有 
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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３四半期 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３四半期 109,367 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３四半期 12,456,360 株 20 年３月期第３四半期 12,466,829 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、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、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。 

２、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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した
金融危機が深刻化したことにより、実体経済へも大きな影響を及ぼしました。 
株価の下落、雇用不安、個人消費の落ち込みなどから景気の減速感は一段と顕著になり、国内市

場が急激に低迷したことにより企業収益の悪化が進み、受注は減少傾向を続けております。 
当情報サービス業界におきましては、このような経済情勢のもと、企業の設備投資の意欲に減衰

がみられ、経営環境はさらに厳しい状況となっております。 
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。 
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を色濃く反映すると同時に、前

年第１四半期の入札商談25億78百万円の減少により、受注高73億45百万円（前年同期比53.4％）、
売上高 95億 11 百万円（前年同期比 75.4％）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 183 億 91 百万円（前年同期比 96.1％）、売上高 164 億

87 百万円（前年同期比 97.0％）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 96億 70 百万円（前年同期比 97.6％）、売上高 85 億 68 百万円（前年同期比 105.3％）、保守
サービスが、受注高 48 億 17 百万円（前年同期比 101.2％）、売上高 44 億 92 百万円（前年同期比
98.0％）、ネットワーク工事が、受注高 39 億 3 百万円（前年同期比 87.5％）、売上高 34 億 26 百万
円（前年同期比 80.0％）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 257 億 36 百万円、（前年同期比 78.2％）、

売上高 259 億 99 百万円（前年同期比 87.8％）となりました。 
利益面につきましては、営業損失７億 74 百万円（前年同期営業損失 10 億 52 百万円）、経常損失

７億 72 百万円（前年同期経常損失 10 億 59 百万円）となりました。なお、特別損失として投資有
価証券評価損１億 18 百万円を計上、および法人税等調整額として繰延税金資産を３億 23 百万円取
崩した結果、四半期純損失につきましては、12 億 71 百万円（前年同期四半期純損失 12 億 33 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 

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より 44 億 25 百万円減少し、182 億 19 百万円と
なりました。この主な要因は、当期間は売上が９月に集中して計上された債権の回収期間にあたる
ため、受取手形及び売掛金が 68 億 44 百万円減少したこと、および期末売上に向けてたな卸資産が
16 億 18 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 30 億 74 百万円減少し、154 億 16 百万円となりまし

た。この主な要因は、第３四半期においては仕入が低減するため支払手形及び買掛金が 30億 25 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、12 億 15 百万円の収入となりました。これは主に当社グ
ループの四半期業績の特性に伴う売上債権の減少による 68 億 49 百万円の収入、たな卸資産の増加
による 16億 19 百万円の支出、および仕入債務の減少による 30 億 25 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、37 百万円の支出であり、主にソフトウェア等の取得によ
る 28 百万円の支出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 30 百万円の収入であり、主に短期借入金の借入に
よるものであります。 

これらの結果、当四半期連結会計期間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 13 億８百万円増加し、25 億 41 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 

当社グループの事業と関わり深い自動車業界、電子部品業界、金融証券業界、流通サービス業界
を中心とした急速な投資の抑制による受注減少により売上高は 391 億円の見込みとなります。 

営業利益につきましては、前回公表時より５億 39 百万円の損失拡大見込みとなります。その内
訳としては、売上高減収による影響３億 70 百万円、利益率低下による影響 90 百万円、退職年金資
産の運用利差損償却70百万円等であります。これらの結果、当期営業利益は３億48百万円の損失、
経常利益は３億 56 百万円の損失の見込みとなりました。 

特別損失として、主に投資有価証券等の減損を原因とした特別損失１億 30 百万円を第３四半期
に計上いたしました。平成 20 年 12 月末の株価水準を前提としております。市場価格のある株式の
減損処理にあたっては四半期洗替え法を採用しており、平成 21 年３月期通期の減損処理額は平成
21 年３月末における株価により決定されるため、上記予想数値は株価水準等により変動する可能性
があります。 

また、当期の業績を踏まえて、繰延税金資産の回収可能性を慎重に見直した結果、法人税等調整
額として２億 38 百万円を取崩す見込みとなります。上記の結果により、当期純利益については７
億 80 百万円の損失となる見込みであります。 

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。 

＜参考＞当期の連結業績予想の修正              平成 21 年２月 10 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

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（A） 41,420 191 222 △62 △4.98 

今回発表予想（B） 39,100 △348 △356 △780 △62.62 

増減額（B－A） △2,320 △539 △578 △718 ― 

増減率（％） △5.6 ― ― ― ― 

（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。 

大興電子通信㈱（8023）平成21年３月期 第３四半期決算短信

4



 

  

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３四半期連結会計期間末 
（平成20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20年３月31日） 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,871,254 1,540,982

  受取手形及び売掛金   4,696,324   11,541,126

  機器及び材料 20,758 20,143

  仕掛品 6,281,318 4,663,030

  その他 281,270 473,767

  貸倒引当金 △7,229 △6,642

  流動資産合計 14,143,697 18,232,407

 固定資産  

  有形固定資産   1,388,674   1,346,637

  無形固定資産 159,267 211,106

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,619,068 1,833,893

   その他 1,005,379 1,110,012

   貸倒引当金 △96,298 △88,725

   投資その他の資産合計 2,528,149 2,855,180

  固定資産合計 4,076,091 4,412,924

 資産合計 18,219,788 22,645,332

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 4,126,153 7,151,333

  短期借入金   1,665,000   1,442,686

  未払法人税等 29,120 88,627

  賞与引当金 149,900 553,100

  製品保証引当金 5,100 5,900

  その他 1,263,031 1,282,036

  流動負債合計 7,238,305 10,523,684

 固定負債  

  長期借入金   140,000   210,000

  退職給付引当金 7,842,347 7,607,787

  役員退職慰労引当金 107,898 125,645

  手数料返還引当金 19,000 24,000

  負ののれん 645 65

  その他 68,307 －

  固定負債合計 8,178,198 7,967,498

 負債合計 15,416,504 18,491,182
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（単位：千円）

    
  

当第３四半期連結会計期間末 
（平成20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 △1,199,499 71,744

  自己株式 △26,355 △24,901

  株主資本合計 2,701,213 3,973,911

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △11,716 92,197

  繰延ヘッジ損益 △2,260 △3,461

  評価・換算差額等合計 △13,977 88,736

 新株予約権 62,384 31,803

 少数株主持分 53,663 59,698

 純資産合計 2,803,284 4,154,149

負債純資産合計 18,219,788 22,645,332
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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）

   
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

売上高   25,999,083 

売上原価 21,829,235 

売上総利益 4,169,847 

販売費及び一般管理費   4,943,858 

営業損失（△） △774,010 

営業外収益  

 受取利息 7,290 

 受取配当金 19,030 

 持分法による投資利益 17,824 

 その他 18,690 

 営業外収益合計 62,834 

営業外費用  

 支払利息 22,544 

 支払手数料 15,532 

 固定資産除却損 9,724 

 その他 13,792 

 営業外費用合計 61,593 

経常損失（△） △772,769 

特別利益  

 手数料返還引当金戻入額 4,877 

 特別利益合計 4,877 

特別損失  

 投資有価証券売却損 370 

 会員権評価損 12,075 

 投資有価証券評価損 118,379 

 特別損失合計 130,824 

税金等調整前四半期純損失（△） △898,717 

法人税、住民税及び事業税 53,151 

法人税等調整額 323,519 

法人税等合計 376,671 

少数株主損失（△） △4,144 

四半期純損失（△） △1,271,244 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

   
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

売上高   6,754,300 

売上原価 5,677,871 

売上総利益 1,076,429 

販売費及び一般管理費   1,608,349 

営業損失（△） △531,919 

営業外収益  

 受取利息 1,858 

 受取配当金 6,609 

 持分法による投資利益 12,145 

 その他 3,823 

 営業外収益合計 24,437 

営業外費用  

 支払利息 7,258 

 支払手数料 5,176 

 固定資産除却損 7,452 

 その他 886 

 営業外費用合計 20,773 

経常損失（△） △528,255 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 5,239 

 特別利益合計 5,239 

特別損失  

 会員権評価損 2,200 

 投資有価証券評価損 26,717 

 特別損失合計 28,917 

税金等調整前四半期純損失（△） △551,933 

法人税、住民税及び事業税 14,503 

法人税等調整額 262,799 

法人税等合計 277,303 

少数株主利益 370 

四半期純損失（△） △829,607 
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20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（△） △898,717 

 減価償却費 111,460 

 のれん償却額 580 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △403,200 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,159 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,747 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 234,559 

 受取利息及び受取配当金 △26,539 

 支払利息 22,544 

 持分法による投資損益（△は益） △17,824 

 固定資産除却損 9,724 

 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） 118,379 

 会員権評価損 12,075 

 売上債権の増減額（△は増加） 6,849,447 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,619,600 

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,025,180 

 その他 △46,359 

 小計 1,312,133 

 利息及び配当金の受取額 25,858 

 利息の支払額 △23,534 

 法人税等の支払額 △99,370 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,215,086 

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 △21,854 

 投資有価証券の取得による支出 △5,706 

 投資有価証券の売却による収入 4,779 

 有形固定資産の取得による支出 △5,635 

 無形固定資産の取得による支出 △16,844 

 その他 7,686 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △37,574 

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 1,225,000 

 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 △72,686 

 リース債務の返済による支出 △17,984 

 自己株式の取得による支出 △1,453 

 配当金の支払額 △80 

 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 130,905 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,308,418 

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   2,541,471 
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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)連結損益計算書 

   

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  29,607,543 100.0 

Ⅱ 売上原価  25,176,503 85.0 

売上総利益  4,431,040 15.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,483,102 18.5 

営業損失（△）  △1,052,061 △3.5 

Ⅳ 営業外収益    

   受取利息 6,251   

   受取配当金 21,919   

   その他 26,273 54,443 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

   支払利息 24,479   

   固定資産除却損 1,173   

   持分法による投資損失 14,660   

   その他 21,709 62,024 0.2 

   経常損失（△）  △1,059,642 △3.5 

Ⅵ 特別利益    

   手数料返還引当金戻入益 9,573   

   貸倒引当金戻入益 8,509 18,082 0.1 

   税金等調整前四半期純損失（△）  △1,041,559 △3.4 

   法人税、住民税及び事業税 63,541   

   法人税等調整額 134,950 198,492 0.7 

少数株主損失（△）  △6,445 △0.0 

   四半期純損失（△）  △1,233,606 △4.1 
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(2)連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,041,559 

減価償却費 97,225 

のれん償却額 1,064 

賞与引当金の減少額 △315,000 

貸倒引当金の減少額 △9,659 

役員退職慰労引当金の減少額 △95,858 

退職給付引当金の増加額 17,059 

受取利息及び受取配当金 △28,595 

支払利息 24,479 

持分法による投資損失 14,660 

売上債権の減少額 6,567,356 

たな卸資産の増加額 △2,195,962 

仕入債務の減少額 △3,263,274 

その他 △245,135 

小計 △473,197 

利息及び配当金の受取額 26,549 

利息の支払額 △21,632 

法人税等の支払額 △330,427 

営業活動によるキャッシュ・フロー △798,707 

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 △321,414 

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 △248,732 

投資有価証券売却による収入 234,778 

有形固定資産取得による支出 △14,966 

無形固定資産取得による支出 △33,943 

その他 △209 

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,487 

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 4,800,000 

短期借入金の返済による支出 △3,800,000 

長期借入金の返済による支出 △104,239 

自己株式売買による収支 △2,494 

配当金の支払額 △24,446 

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 864,589 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △18,605 

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期末残高 1,221,228 
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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

% % % % % 

7,345,179 28.5 13,761,662 41.8 △46.6 1,934,731 26.5 18,842,118 41.8 

 ソフトウェアサービス 9,670,763 37.6 9,907,015 30.1 △2.4 3,002,396 41.1 14,171,013 31.5 

 保守サービス 4,817,244 18.7 4,759,816 14.5 1.2 1,577,681 21.6 6,145,866 13.6 

 ネットワーク工事 3,903,650 15.2 4,463,455 13.6 △12.5 788,825 10.8 5,896,102 13.1 

小　　　　計 18,391,658 71.5 19,130,287 58.2 △3.9 5,368,903 73.5 26,212,982 58.2 

25,736,838 100.0 32,891,950 100.0 △21.8 7,303,634 100.0 45,055,101 100.0 

前連結会計年度

(20.4.1～20.12.31) (19.4.1～19.12.31) (19.4.1～20.3.31)

当第３四半期
対前年同
期増減率

当四半期

(20.10.1～20.12.31)

前第３四半期期別 

 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

% % % % % 

9,511,662 36.6 12,606,670 42.6 △24.6 2,032,360 30.1 18,693,455 41.7 

 ソフトウェアサービス 8,568,276 32.9 8,133,548 27.5 5.3 2,287,569 33.9 13,792,075 30.8 

 保守サービス 4,492,224 17.3 4,585,768 15.5 △2.0 1,411,342 20.9 6,324,210 14.1 

 ネットワーク工事 3,426,919 13.2 4,281,555 14.4 △20.0 1,023,028 15.1 5,982,224 13.4 

小　　　　計 16,487,421 63.4 17,000,872 57.4 △3.0 4,721,940 69.9 26,098,510 58.3 

25,999,083 100.0 29,607,543 100.0 △12.2 6,754,300 100.0 44,791,966 100.0 

前第３四半期

 部門・品目

(20.10.1～20.12.31)

当四半期当第３四半期

 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

(20.4.1～20.12.31) (19.4.1～19.12.31) (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３四半期決算短信 

平成 21 年２月 10 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 21 年２月 13 日 
 
 

(百万円未満切捨て) 

１．平成 21 年３月期第３四半期の連結業績(平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 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３四半期

20 年３月期第３四半期

25,999 

29,607 

－ 

8.6 

△776

△1,041

－ 

－ 

△775

△1,049

－ 

－ 

△1,278 

△1,223 

－ 

－ 

  

 
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３四半期

20 年３月期第３四半期

△102 65 

△98  13 

－ 

－ 

 
(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３四半期

20 年３月期 

18,235 

22,668 

2,819 

4,177 

14.8 

18.0 

217 11 

327 95 

（参考）自己資本 21 年３月期第３四半期 2,703 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 39,100 △12.7 △348 － △356 － △780 － △62 62 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 有 
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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３四半期 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３四半期 109,367 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３四半期 12,456,360 株 20 年３月期第３四半期 12,466,829 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、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、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。 

２、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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した
金融危機が深刻化したことにより、実体経済へも大きな影響を及ぼしました。 
株価の下落、雇用不安、個人消費の落ち込みなどから景気の減速感は一段と顕著になり、国内市

場が急激に低迷したことにより企業収益の悪化が進み、受注は減少傾向を続けております。 
当情報サービス業界におきましては、このような経済情勢のもと、企業の設備投資の意欲に減衰

がみられ、経営環境はさらに厳しい状況となっております。 
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。 
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を色濃く反映すると同時に、前

年第１四半期の入札商談25億78百万円の減少により、受注高73億45百万円（前年同期比53.4％）、
売上高 95億 11 百万円（前年同期比 75.4％）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 183 億 91 百万円（前年同期比 96.1％）、売上高 164 億

87 百万円（前年同期比 97.0％）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 96億 70 百万円（前年同期比 97.6％）、売上高 85 億 68 百万円（前年同期比 105.3％）、保守
サービスが、受注高 48 億 17 百万円（前年同期比 101.2％）、売上高 44 億 92 百万円（前年同期比
98.0％）、ネットワーク工事が、受注高 39 億 3 百万円（前年同期比 87.5％）、売上高 34 億 26 百万
円（前年同期比 80.0％）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 257 億 36 百万円、（前年同期比 78.2％）、

売上高 259 億 99 百万円（前年同期比 87.8％）となりました。 
利益面につきましては、営業損失７億 76 百万円（前年同期営業損失 10 億 41 百万円）、経常損失

７億 75 百万円（前年同期経常損失 10 億 49 百万円）となりました。なお、特別損失として投資有
価証券評価損１億 18 百万円を計上、および法人税等調整額として繰延税金資産を３億 28 百万円取
崩した結果、四半期純損失につきましては、12 億 78 百万円（前年同期四半期純損失 12 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 

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末より 44 億 32 百万円減少し、182 億 35 百万円と
なりました。この主な要因は、当期間は売上が９月に集中して計上された債権の回収期間にあたる
ため、受取手形及び売掛金が 68 億 44 百万円減少したこと、および期末売上に向けてたな卸資産が
16 億 16 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 30 億 74 百万円減少し、154 億 16 百万円となりまし

た。この主な要因は、第３四半期においては仕入が低減するため支払手形及び買掛金が 30億 25 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、12 億 15 百万円の収入となりました。これは主に当社グ
ループの四半期業績の特性に伴う売上債権の減少による 68 億 49 百万円の収入、たな卸資産の増加
による 16億 16 百万円の支出、および仕入債務の減少による 30 億 25 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、37 百万円の支出であり、主にソフトウェア等の取得によ
る 28 百万円の支出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 30 百万円の収入であり、主に短期借入金の借入に
よるものであります。 

これらの結果、当四半期連結会計期間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 13 億 08 百万円増加し、25 億 41 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 

当社グループの事業と関わり深い自動車業界、電子部品業界、金融証券業界、流通サービス業界
を中心とした急速な投資の抑制による受注減少により売上高は 391 億円の見込みとなります。 

営業利益につきましては、前回公表時より５億 39 百万円の損失拡大見込みとなります。その内
訳としては、売上高減収による影響３億 70 百万円、利益率低下による影響 90 百万円、退職年金資
産の運用利差損償却70百万円等であります。これらの結果、当期営業利益は３億48百万円の損失、
経常利益は３億 56 百万円の損失の見込みとなりました。 

特別損失として、主に投資有価証券等の減損を原因とした特別損失１億 30 百万円を第３四半期
に計上いたしました。平成 20 年 12 月末の株価水準を前提としております。市場価格のある株式の
減損処理にあたっては四半期洗替え法を採用しており、平成 21 年３月期通期の減損処理額は平成
21 年３月末における株価により決定されるため、上記予想数値は株価水準等により変動する可能性
があります。 

また、当期の業績を踏まえて、繰延税金資産の回収可能性を慎重に見直した結果、法人税等調整
額として２億 38 百万円を取崩す見込みとなります。上記の結果により、当期純利益については７
億 80 百万円の損失となる見込みであります。 

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。 

＜参考＞当期の連結業績予想の修正              平成 21 年２月 10 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

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（A） 41,420 191 222 △62 △4.98 

今回発表予想（B） 39,100 △348 △356 △780 △62.62 

増減額（B－A） △2,320 △539 △578 △718 ― 

増減率（％） △5.6 ― ― ― ― 

（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３四半期連結会計期間末 
（平成20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20年３月31日） 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,871,254 1,540,982

  受取手形及び売掛金   4,696,324   11,541,126

  機器及び材料 20,758 20,143

  仕掛品 6,302,004 4,686,577

  その他 276,751 473,767

  貸倒引当金 △7,229 △6,642

  流動資産合計 14,159,864 18,255,955

 固定資産  

  有形固定資産   1,388,674   1,346,637

  無形固定資産 159,267 211,106

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,619,068 1,833,893

   その他 1,005,379 1,110,012

   貸倒引当金 △96,298 △88,725

   投資その他の資産合計 2,528,149 2,855,180

  固定資産合計 4,076,091 4,412,924

 資産合計 18,235,956 22,668,879

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 4,126,153 7,151,333

  短期借入金   1,665,000   1,442,686

  未払法人税等 29,120 88,627

  賞与引当金 149,900 553,100

  製品保証引当金 5,100 5,900

  その他 1,263,031 1,282,036

  流動負債合計 7,238,305 10,523,684

 固定負債  

  長期借入金   140,000   210,000

  退職給付引当金 7,842,347 7,607,787

  役員退職慰労引当金 107,898 125,645

  手数料返還引当金 19,000 24,000

  負ののれん 645 65

  その他 68,307 －

  固定負債合計 8,178,198 7,967,498

 負債合計 15,416,504 18,491,182
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（単位：千円）

    
  

当第３四半期連結会計期間末 
（平成20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 △1,183,331 95,291

  自己株式 △26,355 △24,901

  株主資本合計 2,717,381 3,997,458

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △11,716 92,197

  繰延ヘッジ損益 △2,260 △3,461

  評価・換算差額等合計 △13,977 88,736

 新株予約権 62,384 31,803

 少数株主持分 53,663 59,698

 純資産合計 2,819,452 4,177,696

負債純資産合計 18,235,956 22,668,879
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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）

   
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

売上高   25,999,083 

売上原価 21,832,096 

売上総利益 4,166,987 

販売費及び一般管理費   4,943,858 

営業損失（△） △776,871 

営業外収益  

 受取利息 7,290 

 受取配当金 19,030 

 持分法による投資利益 17,824 

 その他 18,690 

 営業外収益合計 62,834 

営業外費用  

 支払利息 22,544 

 支払手数料 15,532 

 固定資産除却損 9,724 

 その他 13,792 

 営業外費用合計 61,593 

経常損失（△） △775,630 

特別利益  

 手数料返還引当金戻入額 4,877 

 特別利益合計 4,877 

特別損失  

 投資有価証券売却損 370 

 会員権評価損 12,075 

 投資有価証券評価損 118,379 

 特別損失合計 130,824 

税金等調整前四半期純損失（△） △901,578 

法人税、住民税及び事業税 53,151 

法人税等調整額 328,038 

法人税等合計 381,189 

少数株主損失（△） △4,144 

四半期純損失（△） △1,278,623 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

   
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

売上高   6,754,300 

売上原価 5,675,813 

売上総利益 1,078,487 

販売費及び一般管理費   1,608,349 

営業損失（△） △529,861 

営業外収益  

 受取利息 1,858 

 受取配当金 6,609 

 持分法による投資利益 12,145 

 その他 3,823 

 営業外収益合計 24,437 

営業外費用  

 支払利息 7,258 

 支払手数料 5,176 

 固定資産除却損 7,452 

 その他 886 

 営業外費用合計 20,773 

経常損失（△） △526,197 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 5,239 

 特別利益合計 5,239 

特別損失  

 会員権評価損 2,200 

 投資有価証券評価損 26,717 

 特別損失合計 28,917 

税金等調整前四半期純損失（△） △549,875 

法人税、住民税及び事業税 14,503 

法人税等調整額 262,799 

法人税等合計 277,303 

少数株主利益 370 

四半期純損失（△） △827,549 
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20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（△） △901,578 

 減価償却費 111,460 

 のれん償却額 580 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △403,200 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,159 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,747 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 234,559 

 受取利息及び受取配当金 △26,539 

 支払利息 22,544 

 持分法による投資損益（△は益） △17,824 

 固定資産除却損 9,724 

 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） 118,379 

 会員権評価損 12,075 

 売上債権の増減額（△は増加） 6,849,447 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,616,739 

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,025,180 

 その他 △46,359 

 小計 1,312,133 

 利息及び配当金の受取額 25,858 

 利息の支払額 △23,534 

 法人税等の支払額 △99,370 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,215,086 

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 △21,854 

 投資有価証券の取得による支出 △5,706 

 投資有価証券の売却による収入 4,779 

 有形固定資産の取得による支出 △5,635 

 無形固定資産の取得による支出 △16,844 

 その他 7,686 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △37,574 

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 1,225,000 

 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 △72,686 

 リース債務の返済による支出 △17,984 

 自己株式の取得による支出 △1,453 

 配当金の支払額 △80 

 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 130,905 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,308,418 

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   2,541,471 
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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)連結損益計算書 

   

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  29,607,543 100.0 

Ⅱ 売上原価  25,166,213 85.0 

売上総利益  4,441,329 15.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,483,102 18.5 

営業損失（△）  △1,041,772 △3.5 

Ⅳ 営業外収益    

   受取利息 6,251   

   受取配当金 21,919   

   その他 26,273 54,443 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

   支払利息 24,479   

   固定資産除却損 1,173   

   持分法による投資損失 14,660   

   その他 21,709 62,024 0.2 

   経常損失（△）  △1,049,352 △3.5 

Ⅵ 特別利益    

   手数料返還引当金戻入益 9,573   

   貸倒引当金戻入益 8,509 18,082 0.1 

   税金等調整前四半期純損失（△）  △1,031,270 △3.4 

   法人税、住民税及び事業税 63,541   

   法人税等調整額 134,950 198,492 0.7 

少数株主損失（△）  △6,445 △0.0 

   四半期純損失（△）  △1,223,316 △4.1 
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(2)連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,031,270 

減価償却費 97,225 

のれん償却額 1,064 

賞与引当金の減少額 △315,000 

貸倒引当金の減少額 △9,659 

役員退職慰労引当金の減少額 △95,858 

退職給付引当金の増加額 17,059 

受取利息及び受取配当金 △28,595 

支払利息 24,479 

持分法による投資損失 14,660 

売上債権の減少額 6,567,356 

たな卸資産の増加額 △2,206,251 

仕入債務の減少額 △3,263,274 

その他 △245,135 

小計 △473,197 

利息及び配当金の受取額 26,549 

利息の支払額 △21,632 

法人税等の支払額 △330,427 

営業活動によるキャッシュ・フロー △798,707 

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 △321,414 

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 △248,732 

投資有価証券売却による収入 234,778 

有形固定資産取得による支出 △14,966 

無形固定資産取得による支出 △33,943 

その他 △209 

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,487 

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 4,800,000 

短期借入金の返済による支出 △3,800,000 

長期借入金の返済による支出 △104,239 

自己株式売買による収支 △2,494 

配当金の支払額 △24,446 

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 864,589 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △18,605 

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期末残高 1,221,228 
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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

% % % % % 

7,345,179 28.5 13,761,662 41.8 △46.6 1,934,731 26.5 18,842,118 41.8 

 ソフトウェアサービス 9,670,763 37.6 9,907,015 30.1 △2.4 3,002,396 41.1 14,171,013 31.5 

 保守サービス 4,817,244 18.7 4,759,816 14.5 1.2 1,577,681 21.6 6,145,866 13.6 

 ネットワーク工事 3,903,650 15.2 4,463,455 13.6 △12.5 788,825 10.8 5,896,102 13.1 

小　　　　計 18,391,658 71.5 19,130,287 58.2 △3.9 5,368,903 73.5 26,212,982 58.2 

25,736,838 100.0 32,891,950 100.0 △21.8 7,303,634 100.0 45,055,101 100.0 

前連結会計年度

(20.4.1～20.12.31) (19.4.1～19.12.31) (19.4.1～20.3.31)

当第３四半期
対前年同
期増減率

当四半期

(20.10.1～20.12.31)

前第３四半期期別 

 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

% % % % % 

9,511,662 36.6 12,606,670 42.6 △24.6 2,032,360 30.1 18,693,455 41.7 

 ソフトウェアサービス 8,568,276 32.9 8,133,548 27.5 5.3 2,287,569 33.9 13,792,075 30.8 

 保守サービス 4,492,224 17.3 4,585,768 15.5 △2.0 1,411,342 20.9 6,324,210 14.1 

 ネットワーク工事 3,426,919 13.2 4,281,555 14.4 △20.0 1,023,028 15.1 5,982,224 13.4 

小　　　　計 16,487,421 63.4 17,000,872 57.4 △3.0 4,721,940 69.9 26,098,510 58.3 

25,999,083 100.0 29,607,543 100.0 △12.2 6,754,300 100.0 44,791,966 100.0 

前第３四半期

 部門・品目

(20.10.1～20.12.31)

当四半期当第３四半期

 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

(20.4.1～20.12.31) (19.4.1～19.12.31) (19.4.1～20.3.31)

期別 
対前年同
期増減率
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