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

22年3月期第3四半期 8,718 △5.2 △5 ― △41 ― △37 ―
21年3月期第3四半期 9,191 ― 55 ― 44 ― 16 ―

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3四半期 △10.69 ―
21年3月期第3四半期 4.78 ―

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3四半期 6,772 4,363 64.4 1,247.04
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3四半期  4,363百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 3,499,348株 21年3月期第3四半期 3,499,348株



（当第３四半期連結累計期間の経営成績）  

 当第３四半期連結累計期間の国内の景気は、経済対策の効果などにより大企業を中心に緩やかな企業業績の回復も

見られますが、円高をはじめ、設備投資の抑制や雇用不安、デフレの進行など市況は依然低迷しており、景気の先行

きは引き続き不透明な状況で推移しております。 

 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に比べ12.8％減少しました。情報通信システム

事業におきましては、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、売上高は、携帯電話販売台数や携帯電話修理受付台数の減少などにより前

年同期に比べ減収となりました。また、営業利益は、営業体制強化などによる人員増や新技術・新システムメニュー

開発への積極投資などから、販売費及び一般管理費が増加し、前年同期に比べ減益となりました。  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高87億18百万円（前年同期比5.2％減）、営業損失5百万

円（前年同期は営業利益55百万円）、経常損失41百万円（前年同期は経常利益44百万円）、四半期純損失37百万円

（前年同期は四半期純利益16百万円）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、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49億２百万円（前年同期比15.6％減）、営業利益は59百万円（前年

同期は営業利益42百万円）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、道路情報板の設置や

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。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。しかし、営業利益は、営業体制の強化、開発

投資拡大に加え、前年同期は高採算案件があったことなどから、前年同期に比べ下回りました。  

 これらの結果、情報通信システム事業での売上高は38億15百万円（前年同期比12.7％増）、営業損失は64百万円

（前年同期は営業利益13百万円）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。  

  

※平成22年３月期第１四半期、第２四半期にかかる連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期

第１四半期決算短信（平成21年８月７日開示）、平成22年３月期第２四半期決算短信（平成21年11月６日開示）

をご参照ください。  

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



（１）資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は67億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億45百万円減少しまし

た。これは、受取手形及び売掛金が22億37百万円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は24億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億９百万円減少しました。

これは、買掛金が12億87百万円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は43億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億35百万円減少しまし

た。これは、利益剰余金１億44百万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３四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２

百万円減少し、９億２百万円となりました。 

 当第３四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４億20百万円（前年同期は11億26百万円）となりました。これは主に、仕入債務

の支払による12億87百万円の減少やたな卸資産の増加による５億73百万円の減少などに対し、売上債権の回収による

22億37百万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１億22百万円（前年同期は33百万円）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による89百万円の支出、無形固定資産の取得による27百万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３億１百万円（前年同期は７億87百万円）となりました。これは主に長期借入金

の返済による１億82百万円の支出、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３四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３四半期連結累計期間の売上高は296,602千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失はそれぞれ28,713千円減少しております。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

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３四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 954,814 957,683 

受取手形及び売掛金 1,669,051 3,906,289 

商品 578,412 396,187 

仕掛品 625,022 242,601 

原材料 67,828 59,260 

繰延税金資産 185,982 177,201 

その他 121,398 109,310 

貸倒引当金 △129 △1,016 

流動資産合計 4,202,381 5,847,516 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,534,249 1,530,786 

減価償却累計額 △731,219 △699,907 

減損損失累計額 △48,185 △51,273 

建物及び構築物（純額） 754,845 779,605 

機械装置及び運搬具 966,475 968,214 

減価償却累計額 △746,536 △662,727 

減損損失累計額 △1,046 △1,085 

機械装置及び運搬具（純額） 218,891 304,401 

工具、器具及び備品 432,838 424,943 

減価償却累計額 △272,166 △287,158 

減損損失累計額 △27,277 △27,850 

工具、器具及び備品（純額） 133,394 109,934 

土地 751,403 751,403 

建設仮勘定 2,312 227 

有形固定資産合計 1,860,847 1,945,571 

無形固定資産 121,365 120,159 

投資その他の資産   

投資有価証券 95,205 84,100 

前払年金費用 75,940 95,227 

繰延税金資産 69,420 75,159 

その他 432,922 435,049 

貸倒引当金 △85,300 △84,376 

投資その他の資産合計 588,187 605,161 

固定資産合計 2,570,400 2,670,891 

資産合計 6,772,782 8,518,408 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,154,610 2,441,888 

1年内返済予定の長期借入金 170,000 224,700 

1年内支払予定のリース債務 18,813 18,813 

未払法人税等 6,279 182,331 

賞与引当金 126,255 316,761 

短期解約損失引当金 5,211 5,080 

その他 712,118 457,917 

流動負債合計 2,193,288 3,647,491 

固定負債   

長期借入金 55,000 182,500 

リース債務 10,811 24,921 

役員退職慰労引当金 － 2,529 

その他 149,843 161,267 

固定負債合計 215,655 371,219 

負債合計 2,408,943 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 3,330,458 3,474,684 

自己株式 △468 △468 

株主資本合計 4,351,713 4,495,939 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,124 3,759 

評価・換算差額等合計 12,124 3,759 

純資産合計 4,363,838 4,499,698 

負債純資産合計 6,772,782 8,518,408 



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 9,191,705 8,718,322 

売上原価 7,095,891 6,593,106 

売上総利益 2,095,814 2,125,216 

販売費及び一般管理費 2,040,056 2,130,783 

営業利益又は営業損失（△） 55,757 △5,567 

営業外収益   

受取利息 974 301 

受取配当金 1,770 837 

受取家賃 1,800 － 

販売表彰金収入 2,892 2,405 

その他 2,140 2,383 

営業外収益合計 9,578 5,927 

営業外費用   

支払利息 11,598 5,829 

支払手数料 3,574 3,522 

固定資産除売却損 － 20,458 

その他 5,744 12,156 

営業外費用合計 20,917 41,967 

経常利益又は経常損失（△） 44,418 △41,606 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 201 － 

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 41,228 872 

特別損失   

固定資産除却損 3,607 － 

減損損失 25,816 － 

その他 2,819 － 

特別損失合計 32,242 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

53,404 △40,734 

法人税、住民税及び事業税 1,627 5,470 

法人税等調整額 35,059 △8,781 

法人税等合計 36,686 △3,310 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,717 △37,423 



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

53,404 △40,734 

減価償却費 256,046 187,795 

賞与引当金の増減額（△は減少） △245,170 △190,506 

受取利息及び受取配当金 △2,745 △1,138 

支払利息 11,598 5,829 

減損損失 25,816 － 

固定資産除売却損益（△は益） 3,607 20,458 

売上債権の増減額（△は増加） 3,159,935 2,237,237 

たな卸資産の増減額（△は増加） △489,540 △573,214 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,475,319 △1,287,277 

その他 52,705 237,432 

小計 1,350,340 595,883 

利息及び配当金の受取額 2,739 1,120 

利息の支払額 △11,250 △5,605 

法人税等の支払額 △215,173 △170,522 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,126,655 420,876 

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 45,000 25,000 

定期預金の預入による支出 △35,014 △25,014 

有形固定資産の取得による支出 △29,181 △89,903 

無形固定資産の取得による支出 △17,326 △27,996 

その他 3,432 △4,554 

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,088 △122,469 

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 △618,000 － 

長期借入金の返済による支出 △250,730 △182,200 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △14,109 △14,109 

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 △787,820 △301,290 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 305,746 △2,883 

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 1,004,241 902,260 



 該当事項はありません。 

  

 前第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） 

 （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。この変更により、当第３四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1,278千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３四

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    5,806,897   3,384,808   9,191,705 －  9,191,705

 (2) セグメント間の内部売上高     

   又は振替高  
 －  －  －  －  －

計  5,806,897  3,384,808  9,191,705  －  9,191,705

 営業利益  42,082  13,674  55,757  －  55,757

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） 

 （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３四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296,602千円増加し、営業損失は28,713千円減少しております。 

  

前第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）及び 

当第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） 

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）及び 

当第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） 

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   4,902,699  3,815,622  8,718,322 －  8,718,322

 (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  4,902,699  3,816,672  8,719,372  (1,050)  8,718,322

 営業利益（△は損失）  59,246  △64,813  △5,567  －  △5,567

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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