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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 5,820 △9.5 63 △17.5 31 △56.0 11 △76.0
21年3月期第2四半期 6,428 ― 76 ― 71 ― 48 ―

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

22年3月期第2四半期 3.29 ―
21年3月期第2四半期 13.73 ―

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

22年3月期第2四半期 6,513 4,410 67.7 1,260.48
21年3月期 8,518 4,499 52.8 1,285.87

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,410百万円 21年3月期  4,499百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 30.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 16,500 9.6 670 7.3 650 4.4 330 2.4 94.30



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） 

（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） 

※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22年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成20年度決算発表時（平成21年５月14日）に公表いたしました業績予想に変更はございませ
ん。 
２．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あたっての注意事項等については、
３ページから４ページ【定性的情報・財務諸表等】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） 22年3月期第2四半期 3,500,000株 21年3月期  3,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  652株 21年3月期  652株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 3,499,348株 21年3月期第2四半期 3,499,348株



（当第２四半期連結累計期間の経営成績） 

 当第２四半期連結累計期間の国内の景気は最悪期を脱したと言われておりますが、失業率が過去最高水準になるな

ど、依然として実態経済は厳しい状況にあります。 

 当社グループの関連する業界では、情報通信端末事業におきましては、市場が飽和状態であることに加え、個人消

費が低迷していることなどにより、国内携帯電話出荷台数は前年同期比19.4％減少、国内携帯電話市場は７四半期連

続でマイナス成長となりました。情報通信システム事業におきましては、新政権の公共工事の見直しなどにより、業

界の先行きに対する懸念が高まっております。しかし、国民の安全・安心確保を目的とするインフラ整備につきまし

ては引き続き推進されるものと思われます。 

 このような状況下、当社グループでは、情報通信端末事業は、携帯電話販売台数や携帯電話修理受付台数の減少等

により前年同期に比べ減収となりました。情報通信システム事業は、売上高は前年同期に比べ横ばいとなりました

が、案件が小口化したことや、前年同期は高採算案件があったことなどにより、営業利益は前年同期に比べ下回りま

した。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比9.5％減）、営業利益 百

万円（前年同期は76百万円）、経常利益 百万円（前年同期は71百万円）、四半期純利益 百万円（前年同期は48百

万円）となりました。 

  

（セグメント別の状況） 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

［情報通信端末事業］  

 情報通信端末事業におきましては、携帯電話販売では、販売台数は前年同期に比べ減少しましたが、店舗運営品質

向上策を実行したことや、前年度に低採算店舗を整理したことなどから、営業利益は前年同期に比べ上回ることがで

きました。携帯電話修理再生では、三菱電機株式会社の携帯電話端末事業撤退から１年半が経過し、修理受付台数は

前年同期に比べ約半数に減少しました。また、パソコン販売では、付加価値の高いパソコンクリニックサービスに注

力しました。 

 これらの結果、情報通信端末事業での売上高は33億11百万円（前年同期比16.9％減）、営業利益は78百万円（前年

同期は50百万円）となりました。 

［情報通信システム事業］ 

 情報通信システム事業におきましては、官公庁向けでは、電気通信設備の改修工事をはじめ、海岸・河川の水門等

遠隔監視設備などの受注拡大に努めました。民間向けでは、防犯カメラ・監視カメラシステム等の既存システムの拡

販に加え、光海底ケーブルシステム用陸上端局装置の現地調整試験工事に取り組みました。 

 これらの結果、情報通信システム事業での売上高は25億９百万円（前年同期比2.7％増）、営業損失は15百万円

（前年同期は営業利益25百万円）となりました。 

 なお、情報通信システム事業における官公庁向けの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事

の割合が大きいため、業績に季節的変動があります。 

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

58億20 63

31 11



（１）資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億４百万円減少しまし

た。これは、受取手形及び売掛金が23億32百万円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は21億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億16百万円減少しました。

これは、買掛金が14億41百万円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円減少しました。こ

れは、利益剰余金95百万円の減少などによるものです。 

 
（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ１

億86百万円増加し、 百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

 営業活動の結果、得られた資金は５億９百万円（前年同期は６億43百万円）となりました。これは主に仕入債務の

減少による14億41百万円などの減少に対し、売上債権の減少による23億32百万円の増加などが上回ったことによるも

のです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は 百万円（前年同期は得られた資金と使用した資金はほぼ同額）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による70百万円の支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は２億41百万円（前年同期は６億２百万円）となりました。これは主に長期借入金

の返済による１億27百万円の支出、配当金の支払による１億４百万円の支出によるものです。 

  

 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はございま

せん。 

  

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

  該当事項はありません。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

  原価差異の繰延処理 

  季節的に変動する操業度により発生した原価差異のうち、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるもの

 については、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は36,087千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ2,420千円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記

載しております。   

２．連結財政状態に関する定性的情報

65億13

44億10

10億91

81

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,143,990 957,683 

受取手形及び売掛金 1,573,567 3,906,289 

商品 483,908 396,187 

仕掛品 339,502 242,601 

原材料 115,741 59,260 

繰延税金資産 162,113 177,201 

その他 95,482 109,310 

貸倒引当金 △1,059 △1,016 

流動資産合計 3,913,247 5,847,516 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,538,450 1,530,786 

減価償却累計額 △720,929 △699,907 

減損損失累計額 △51,273 △51,273 

建物及び構築物（純額） 766,247 779,605 

機械装置及び運搬具 969,794 968,214 

減価償却累計額 △723,213 △662,727 

減損損失累計額 △1,085 △1,085 

機械装置及び運搬具（純額） 245,495 304,401 

工具、器具及び備品 446,414 424,943 

減価償却累計額 △283,033 △287,158 

減損損失累計額 △27,850 △27,850 

工具、器具及び備品（純額） 135,530 109,934 

土地 751,403 751,403 

建設仮勘定 － 227 

有形固定資産合計 1,898,676 1,945,571 

無形固定資産 103,554 120,159 

投資その他の資産   

投資有価証券 91,970 84,100 

前払年金費用 83,557 95,227 

繰延税金資産 67,856 75,159 

その他 439,051 435,049 

貸倒引当金 △84,376 △84,376 

投資その他の資産合計 598,059 605,161 

固定資産合計 2,600,290 2,670,891 

資産合計 6,513,538 8,518,408 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,000,039 2,441,888 

1年内返済予定の長期借入金 182,300 224,700 

1年内支払予定のリース債務 18,813 18,813 

未払法人税等 11,886 182,331 

賞与引当金 167,830 316,761 

短期解約損失引当金 5,497 5,080 

その他 452,727 457,917 

流動負債合計 1,839,093 3,647,491 

固定負債   

長期借入金 97,500 182,500 

リース債務 15,514 24,921 

役員退職慰労引当金 － 2,529 

その他 150,561 161,267 

固定負債合計 263,576 371,219 

負債合計 2,102,670 4,018,710 

純資産の部   

株主資本   

資本金 523,018 523,018 

資本剰余金 498,705 498,705 

利益剰余金 3,379,406 3,474,684 

自己株式 △468 △468 

株主資本合計 4,400,661 4,495,939 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,206 3,759 

評価・換算差額等合計 10,206 3,759 

純資産合計 4,410,867 4,499,698 

負債純資産合計 6,513,538 8,518,408 



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,428,642 5,820,887 

売上原価 4,991,113 4,351,208 

売上総利益 1,437,529 1,469,678 

販売費及び一般管理費 1,361,144 1,406,627 

営業利益 76,384 63,051 

営業外収益   

受取利息 915 255 

受取配当金 916 377 

受取家賃 1,800 － 

販売表彰金収入 2,417 1,525 

その他 1,371 1,775 

営業外収益合計 7,420 3,933 

営業外費用   

支払利息 8,250 4,177 

支払手数料 2,387 2,348 

固定資産除却損 － 16,989 

その他 1,827 12,110 

営業外費用合計 12,466 35,626 

経常利益 71,338 31,358 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 192 － 

前期損益修正益 19,211 － 

役員退職慰労引当金戻入額 21,815 872 

特別利益合計 41,220 872 

特別損失   

固定資産除却損 1,962 － 

減損損失 25,816 － 

その他 160 － 

特別損失合計 27,939 － 

税金等調整前四半期純利益 84,619 32,230 

法人税、住民税及び事業税 △1,138 2,738 

法人税等調整額 37,695 17,967 

法人税等合計 36,557 20,706 

四半期純利益 48,062 11,523 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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   

税金等調整前四半期純利益 84,619 32,230 

減価償却費 169,759 122,168 

賞与引当金の増減額（△は減少） △144,562 △148,931 

受取利息及び受取配当金 △1,831 △632 

支払利息 8,250 4,177 

減損損失 25,816 － 

固定資産除売却損益（△は益） 1,962 16,989 

売上債権の増減額（△は増加） 2,759,706 2,332,721 

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,069 △241,103 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,739,266 △1,441,848 

その他 △200,101 2,077 

小計 864,284 677,849 

利息及び配当金の受取額 1,795 591 

利息の支払額 △8,036 △4,015 

法人税等の支払額 △214,457 △164,883 

営業活動によるキャッシュ・フロー 643,586 509,542 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 25,000 5,000 

定期預金の預入による支出 △15,014 △5,014 

有形固定資産の取得による支出 △8,136 △70,735 

無形固定資産の取得による支出 △4,270 △1,225 

その他 2,240 △9,487 

投資活動によるキャッシュ・フロー △180 △81,462 

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 200,000 － 

短期借入金の返済による支出 △518,000 － 

長期借入金の返済による支出 △169,820 △127,400 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,406 △9,406 

配当金の支払額 △104,980 △104,980 

財務活動によるキャッシュ・フロー △602,207 △241,787 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,198 186,292 

現金及び現金同等物の期首残高 698,495 905,144 

現金及び現金同等物の四半期末残高 739,694 1,091,437 



 該当事項はありません。 

  

 前第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） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主要な事業の内容 

    ３．会計処理の方法の変更 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。なお、この変更により、当第２四半期連結累計期間の営業利益

は、情報通信端末事業が1,186千円、情報通信システム事業が1,048千円減少しております。 

     （リース取引に関する会計基準） 

第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を早期適用しております。なお、この変更による当第２四

半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

情報通信 

端末事業 

（千円） 

情報通信 

システム事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

 売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高   3,983,783  2,444,859  6,428,642  －  6,428,642

 (2) セグメント間の内部売上高     

   又は振替高  
 －  －  －  －  －

計  3,983,783  2,444,859  6,428,642  －  6,428,642

 営業利益  50,432  25,952  76,384  －  76,384

事業区分 事業内容 

情報通信端末事業 

 携帯電話及び関連商品の販売 

 携帯電話検査、修理、再生 

 パーソナルコンピュータ及び関連商品の販売並びに修理・再生  

情報通信システム事業 

 通信機器システム及び映像機器システムの販売 

 通信機器システム及び映像機器システムのシステムインテグレーション、

据付、保守、修理、運用等の技術サービス 

 映像システムの運用による放映及び放送番組の制作  



 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主要な事業の内容 

    ３．会計処理の方法の変更 

（工事契約に関する会計基準） 

第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月

27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日）を適用しております。この変更により、当第２四半期連結累計期間における情報通信シス

テム事業の売上高は36,087千円増加し、営業利益は2,420千円増加しております。 

  

 前第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）及び 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第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）及び 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

情報通信 

端末事業 

（千円） 

情報通信 

システム事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

 売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高   3,311,195  2,509,692  5,820,887  －  5,820,887

 (2) セグメント間の内部売上高     

   又は振替高  
 －  1,050  1,050   (1,050)  －

計  3,311,195  2,510,742  5,821,937  (1,050)  5,820,887

 営業利益（△は損失）  78,317  △15,266  63,051  0  63,051

事業区分 事業内容 

情報通信端末事業 

 携帯電話及び関連商品の販売 

 携帯電話検査、修理、再生 

 パーソナルコンピュータ及び関連商品の販売並びに修理・再生  

情報通信システム事業 

 通信機器システム及び映像機器システムの販売 

 通信機器システム及び映像機器システムのシステムインテグレーション、

据付、保守、修理、運用等の技術サービス 

 映像システムの運用による放映及び放送番組の制作  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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