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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

    ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 

第43期
第１四半期 
連結累計 
(会計)期間 

第44期
第１四半期 
連結累計 

(会計)期間 

第43期

会計期間 

自平成20年
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
６月30日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高        （千円）  2,666,072  2,555,577  15,053,375

経常利益（△は損失） （千円）  △140,851  △116,092  622,408

四半期純損失（△） 

又は当期純利益    （千円） 
 △80,796  △71,250  322,400

純資産額       （千円）  4,133,343  4,329,459  4,499,698

総資産額       （千円）  7,172,957  6,694,569  8,518,408

１株当たり純資産額   （円）  1,181.18  1,237.22  1,285.87

１株当たり 

四半期純損失金額（△） 

又は当期純利益金額   （円） 

 △23.09  △20.36  92.13

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率      （％）  57.62  64.67  52.82

営業活動による 

キャッシュ・フロー  （千円） 
 569,036  594,167  1,114,870

投資活動による 

キャッシュ・フロー  （千円） 
 4,107  △22,536  15,291

財務活動による 

キャッシュ・フロー  （千円） 
 △614,593  △181,383  △923,513

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 （千円） 
 657,045  1,295,391  905,144

従業員数        （人）  402  415  388
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 当社グループは、当社及び連結子会社１社（コムテックサービス株式会社）により構成されており、情報通信端末

の販売及び修理並びに映像を含む情報通信機器及びシステムの販売・保守・運用を主な事業としております。 

 当社は、三菱電機株式会社より23.2％の出資を受けており、同社の関連会社であります。 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、

主要な関係会社における異動もありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

（１）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員で、正社員と受入出向者であります。また、臨時雇用者数は（ ）内に当第１四半期連結会

計期間の平均人員を外数で記載しております。 

（２）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員で、正社員と受入出向者であります。また、臨時雇用者数は（ ）内に当第１四半期会計期

間の平均人員を外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年６月30日現在

   従業員数（人） 415  (242)

  平成21年６月30日現在

従業員数（人） 337  (177)
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  当社グループの情報通信システム事業における官公庁向け事業は、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。 

  （１）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の生産実績は販売価格によっております。 

２．情報通信端末事業の携帯電話販売部門及びパーソナルコンピュータ販売部門は生産を行っていないため、生

産実績については記載しておりません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）商品仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．情報通信端末事業の修理再生部門及び情報通信システム事業については、商品仕入高がないため記載してお

りません。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．情報通信端末事業の携帯電話販売部門及びパーソナルコンピュータ販売部門の受注高については、受注販売

を行っていないため記載しておりません。 

    ２．受注状況をより正確に把握し管理する目的で、受注高及び受注残高の算出方法を見直し、変更しました。前

年同四半期比は、前第１四半期連結会計期間の受注高及び受注残高を同方法により算定した金額に基づき、

算定したものであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％）

情報通信端末事業         （千円）  254,060  92.1

情報通信システム事業     （千円）  907,659  93.7

 合計                    （千円）  1,161,719  93.3

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％）

情報通信端末事業         （千円）  1,130,812  81.0

合計           （千円）  1,130,812  81.0

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日）  

受注高
前年同四半期比

（％） 
受注残高 

前年同四半期比
（％） 

情報通信端末事業     （千円）  200,705  73.9  11,572  －

情報通信システム事業   （千円）  2,135,768  124.5  2,276,156  123.7

 合計           （千円）  2,336,474  117.6  2,287,728  124.3
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（４）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引を相殺した金額で記載しております。 

    ２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

     ３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％）

情報通信端末事業         （千円）  1,647,918  83.0

情報通信システム事業     （千円）  907,659  133.2

 合計                    （千円）  2,555,577  95.9

相手先 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三菱電機株式会社  362,436  13.6  272,396  10.7

株式会社ダイヤモンドテレコム  961,675  36.1  930,475  36.4

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

（１）業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、企業の在庫調整が一巡したことや政府による経済対策の効

果などにより、生産や輸出に持ち直しの兆しが見られるものの、企業収益は大幅に悪化し、設備投資の減少や雇

用情勢の悪化など、景気の先行きは依然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、携帯電話及びパソコンの国内出荷台数

は前年同期に比べ減少しました。情報通信システム事業におきましては、経済対策に基づく国土交通省関係補正

予算が計上され、道路整備・道路環境整備事業や治水事業、港湾事業に重点的に配分されています。  

 このような状況の下、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が、情報通信システム事業が前年同期と比べ好調であり、情報通

信端末事業の減収を一部カバーしました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高25億55百万円（前年同期比4.1％減）、営業損失

１億10百万円（前年同期は営業損失１億36百万円）、経常損失１億16百万円（前年同期は経常損失１億40百万

円）、四半期純損失71百万円（前年同期は四半期純損失80百万円）となりました。 

 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。 

① 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、端末販売価格が高くなったことなどから、販売台数

は前年同期に比べ減少しました。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により、

同社製端末の市場稼動台数が減少したことから、修理台数は前年同期に比べ減少しました。そのような中、携

帯電話販売では店舗運営品質向上対策を実施し、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

ービスに注力するなど、収益改善に努めました。 

 これらの結果、情報通信端末事業での売上高は16億47百万円（前年同期比17.0％減）、営業利益は３百万円

（前年同期は営業損失８百万円）となりました。 

② 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、海岸・河川の水門等遠隔監視設備、道路情報板設

置などの受注拡大に努めました。民間向けでは、業務用車輌動態管理システムや防犯カメラ・監視カメラシス

テム等の既存システムに加え、バス会社向けバスロケーションシステムなど新メニューの拡販に努めました。

また、京都・阪神競馬場の映像配信運営は引き続き順調に推移しました。 

 これらの結果、情報通信システム事業での売上高は９億７百万円（前年同期比33.2％増）、営業損失は１億

14百万円（前年同期は営業損失１億27百万円）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。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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３億90百万円増加し、12億95百万円となりました。 

 当第１四半期連結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５億94百万円（前年同期は５億69百万円）となりました。これは主に、仕入

債務の減少による13億９百万円の支出などに対し、売上債権の減少による24億33百万円の収入などが上回ったこ

と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） 

 投資活動の結果、使用した資金は22百万円（前年同期は４百万円の収入）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による18百万円の支出など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） 

 財務活動の結果、使用した資金は１億81百万円（前年同期は６億14百万円）となりました。これは主に、長期

借入金の返済による71百万円の支出、配当金の支払による１億４百万円の支出によるものであります。 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（４）研究開発活動 

 当社グループは携帯電話修理再生技術を活かした新規事業に取り組むため、修理再生技術を改良・確立するた

めの研究開発を行っております。開発スタッフは５名であり、これは総従業員の約1.2％に当たっております。

 当第１四半期連結会計期間における研究開発の目的、内容、成果及び研究開発費は次のとおりであります。 

  ・情報通信端末事業 

 携帯電話修理再生技術を新事業に活かすための技術を改良中であります。なお、当該分野における研究

開発費は10百万円であります。 
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（１）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

（２）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  該当事項はありません。 

  該当事項はありません。 

      当第１四半期会計期間において大株主の異動はありません。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  12,000,000

計  12,000,000

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成21年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月10日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  3,500,000  3,500,000
 大阪証券取引所 

 市場第二部 

単元株式数 

1,000株 

計  3,500,000  3,500,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
 発行済株式 
 総数増減数 

（千株） 

 発行済株式
 総数残高 

（千株） 

資本金増減額
  

（千円） 

資本金残高
  

（千円） 

資本準備金 
 増減額 

（千円） 

 資本準備金
 残高 

（千円） 

 平成21年４月１日～ 

 平成21年６月30日 
 －  3,500  －  523,018  －  498,705

（５）【大株主の状況】
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①【発行済株式】 

 （注） 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式652株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（６）【議決権の状況】

  平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 無議決権株式 － － － 

 議決権制限株式（自己株式等） － － － 

 議決権制限株式（その他） － － － 

 完全議決権株式（自己株式等）  － － － 

 完全議決権株式（その他）   普通株式 3,499,000  3,499 単元株式数 1,000株 

 単元未満株式   普通株式     1,000 － － 

 発行済株式総数        3,500,000 － － 

 総株主の議決権  －  3,499 － 

  平成21年６月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
（株） 

他人名義
所有株式数 
（株） 

所有株式数の 
合計 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ －  －  －  －  －

計 －  －  －  －  －

２【株価の推移】

月別 平成21年４月 ５月 ６月

高（円）  424  580  639

低（円）  415  418  580

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸

表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結

累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、当

第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年

４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる四半

期レビューを受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類変更により、平成21年７月１日

付をもって有限責任監査法人トーマツとなっております。 

第５【経理の状況】
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 1,347,930 957,683

受取手形及び売掛金 1,472,554 3,906,289

商品 535,211 396,187

仕掛品 331,291 242,601

原材料 58,137 59,260

繰延税金資産 221,924 177,201

その他 95,508 109,310

貸倒引当金 △1,049 △1,016

流動資産合計 4,061,510 5,847,516

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,532,023 1,530,786

減価償却累計額 △714,132 △699,907

減損損失累計額 △51,273 △51,273

建物及び構築物（純額） 766,617 779,605

機械装置及び運搬具 969,794 968,214

減価償却累計額 △692,949 △662,727

減損損失累計額 △1,085 △1,085

機械装置及び運搬具（純額） 275,759 304,401

工具、器具及び備品 439,410 424,943

減価償却累計額 △290,844 △287,158

減損損失累計額 △27,850 △27,850

工具、器具及び備品（純額） 120,715 109,934

土地 751,403 751,403

建設仮勘定 120 227

有形固定資産合計 1,914,615 1,945,571

無形固定資産 111,844 120,159

投資その他の資産   

投資有価証券 97,274 84,100

前払年金費用 88,034 95,227

繰延税金資産 69,799 75,159

その他 435,867 435,049

貸倒引当金 △84,376 △84,376

投資その他の資産合計 606,599 605,161

固定資産合計 2,633,059 2,670,891

資産合計 6,694,569 8,518,408
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 1,132,786 2,441,888

1年内返済予定の長期借入金 195,500 224,700

1年内支払予定のリース債務 18,813 18,813

未払法人税等 5,493 182,331

賞与引当金 125,993 316,761

短期解約損失引当金 5,698 5,080

その他 568,252 457,917

流動負債合計 2,052,535 3,647,491

固定負債   

長期借入金 140,000 182,500

リース債務 20,218 24,921

役員退職慰労引当金 3,234 2,529

その他 149,121 161,267

固定負債合計 312,574 371,219

負債合計 2,365,109 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 3,296,631 3,474,684

自己株式 △468 △468

株主資本合計 4,317,886 4,495,939

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,572 3,759

評価・換算差額等合計 11,572 3,759

純資産合計 4,329,459 4,499,698

負債純資産合計 6,694,569 8,518,408
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,666,072 2,555,577

売上原価 2,117,015 1,937,049

売上総利益 549,056 618,527

販売費及び一般管理費 ※1  685,253 ※1  729,411

営業損失（△） △136,196 △110,883

営業外収益   

受取利息 89 44

受取配当金 916 377

販売表彰金収入 1,108 891

その他 717 499

営業外収益合計 2,831 1,813

営業外費用   

支払利息 4,513 2,243

支払手数料 1,187 1,174

その他 1,785 3,605

営業外費用合計 7,486 7,022

経常損失（△） △140,851 △116,092

特別利益   

貸倒引当金戻入額 147 －

前期損益修正益 3,633 －

特別利益合計 3,781 －

特別損失   

固定資産除却損 349 －

その他 160 －

特別損失合計 510 －

税金等調整前四半期純損失（△） △137,580 △116,092

法人税、住民税及び事業税 △2,334 △119

法人税等調整額 △54,450 △44,722

法人税等合計 △56,784 △44,842

四半期純損失（△） △80,796 △71,250
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △137,580 △116,092

減価償却費 84,382 59,931

賞与引当金の増減額（△は減少） △228,319 △190,768

受取利息及び受取配当金 △1,005 △422

支払利息 4,513 2,243

固定資産除売却損益（△は益） 349 191

売上債権の増減額（△は増加） 2,766,222 2,433,734

たな卸資産の増減額（△は増加） △412,904 △226,591

仕入債務の増減額（△は減少） △1,409,346 △1,309,102

その他 134,132 107,622

小計 800,442 760,745

利息及び配当金の受取額 1,008 403

利息の支払額 △4,419 △2,163

法人税等の支払額 △227,994 △164,818

営業活動によるキャッシュ・フロー 569,036 594,167

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 △15,000 △5,000

有形固定資産の取得による支出 △3,569 △18,281

無形固定資産の取得による支出 △3,516 △585

その他 1,192 △3,669

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,107 △22,536

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 △418,000 －

長期借入金の返済による支出 △86,910 △71,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,703 △4,703

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 △614,593 △181,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,449 390,247

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 ※1  657,045 ※1  1,295,391
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   該当事項はありません。 

  

【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】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

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）の適用に伴い、当第１四半

期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四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

よる当第１四半期連結会計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は

ありません。 

【表示方法の変更】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

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。 
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当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式        3,500,000株  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式              652株 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与及び賞与 千円217,231

賞与引当金繰入額 千円46,057

退職給付費用 千円18,834

役員退職慰労引当金繰入額 千円5,582

給与及び賞与 千円232,508

賞与引当金繰入額 千円58,552

退職給付費用 千円25,326

役員退職慰労引当金繰入額 千円705

２．当社の情報通信システム事業における官公庁向けの

売上高は、通常の営業の形態として、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。 

２．         同左 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 千円709,566

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△52,521

現金及び現金同等物 千円657,045

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 千円1,347,930

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△52,539

現金及び現金同等物 千円1,295,391

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日

定時株主総会 
 普通株式  104,980  30 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金 
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

  

（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  1,984,601 681,470 2,666,072  － 2,666,072

 (2) セグメント間の内部売上高  

   又は振替高  
 －  －  －  －  －

計 1,984,601 681,470 2,666,072  － 2,666,072

 営業利益（△は損失） △8,919 △127,277 △136,196  － △136,196

  

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  1,647,918 907,659 2,555,577  － 2,555,577

 (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 1,647,918 908,709 2,556,627 (1,050) 2,555,577

 営業利益（△は損失） 3,629 △114,513 △110,883 0 △110,883

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 
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３．会計処理の方法の変更 

 前第１四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」１.(1)に記載のとおり、当第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、この変更による当第１四半期連結会計期間のセグメント情報に与える影響はありませ

ん。 

（リース取引に関する会計基準） 

「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」１.(2)に記載のとおり、当第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１四半期連結会計期間のセグメント情報に与え

る影響はありません。 

４．追加情報 

 前第１四半期連結累計期間 

「追加情報」に記載のとおり、機械装置については、従来耐用年数を６～17年としておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より、８～17年に変更しました。なお、この変更による当第１四半期連結会計期間のセ

グメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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 当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

 有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動がないため、

有価証券に関する事項は記載しておりません。 

 当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。また連結子会社は、デリバティブ取引

を利用しておりません。当社の金利スワップ取引は全てヘッジ会計（金利スワップの特例処理）を適用しているた

め、取引に関する事項は記載しておりません。 

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    該当事項はありません。 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 前連結会計年度末に比して取引残高に著しい変動はありません。 

 該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,237.22円 １株当たり純資産額 1,285.87円

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 23.09円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 20.36円

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額     

四半期純損失          （千円）  80,796  71,250

普通株主に帰属しない金額    （千円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失   （千円）  80,796  71,250

期中平均株式数          （株）  3,499,348  3,499,348

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年８月６日

西菱電機株式会社 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 中西 清   印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 伊東 昌一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西菱電機株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西菱電機株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年８月５日

西菱電機株式会社 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 中西 清   印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 伊東 昌一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西菱電機株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西菱電機株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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