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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44期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間

第45期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間

第44期

会計期間

自 平成21年 
  ４月１日 
至 平成21年 
  ６月30日

自 平成22年 
  ４月１日 
至 平成22年 
  ６月30日

自 平成21年 
  ４月１日 
至 平成22年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,555,577 2,416,133 15,953,231

経常利益(△は損失) (千円) △116,092 △62,567 673,658

四半期純損失(△) 
又は当期純利益

(千円) △71,250 △46,279 334,205

純資産額 (千円) 4,329,459 4,579,555 4,736,881

総資産額 (千円) 6,694,569 6,941,881 9,717,737

１株当たり純資産額 (円) 1,237.22 1,309.05 1,353.65

１株当たり 
四半期純損失金額(△) 
又は当期純利益金額

(円) △20.36 △13.23 95.50

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 (％) 64.67 65.97 48.74

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 594,167 317,318 812,578

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △22,536 △8,843 △70,922

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △181,383 △187,467 △348,493

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 1,295,391 1,419,314 1,298,306

従業員数 (人) 415 428 414
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当社グループは、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、以下の会社が新たに提出会社の関係会社になりました。 

 
  

 
(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。 

  

 
(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】

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な事
業の内容

議決権の所有割
合または被所有

割合 
（％）

関係内容

連結子会社      

株式会社スズキ 
エンジニアリング

神奈川県 
横浜市

14
情報通信 
システム
事業

直接 
100.0

情報通信システム機器に関する据
付・修理・保守点検、業務の委託
を行っております。

（注）連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(人) 428    (172)

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(人) 341    (103)
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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。 

当第１四半期連結会計期間の生産実績を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。 

  

当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を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。 

  

当第１四半期連結会計期間における受注状況を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．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】

(1) 生産実績

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同四半期比(％)

情報通信端末事業 (千円) 44,396 17.5

情報通信システム事業 (千円) 910,148 100.3

合計 (千円) 954,545 82.2

(2) 商品仕入実績

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同四半期比(％)

情報通信端末事業 (千円) 1,108,464 98.0

合計 (千円) 1,108,464 98.0

(3) 受注状況

セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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) 52,109 26.0 － －

情報通信システム事業 (千円) 1,559,885 73.0 2,226,097 97.8

合計 (千円) 1,611,995 69.0 2,226,097 97.3
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当第１四半期連結会計期間の販売実績を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。 

  

(4) 販売実績

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同四半期比(％)

情報通信端末事業 (千円) 1,505,984 91.4

情報通信システム事業 (千円) 910,148 100.3

合計 (千円) 2,416,133 94.5

相手先

前第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)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 272,396 10.7 228,309 9.4

株式会社ダイヤモンドテレコム 930,475 36.4 1,008,196 41.7

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。 

当第１四半期連結会計期間における我が国の景気は、着実に持ち直してきており、自律的回復への基

盤が整いつつありますが、失業率が高水準にあるなど、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、スマートフォンやタブレット

型多機能コンピュータの発売開始などにより、市場は新たな局面を迎えています。情報通信システム事

業におきましては、豪雨による土砂災害などが多発し、多大な被害を受けたことなどから、引き続き国

民の安心・安全確保を目的とする、国土全体のインフラ整備が求められます。 

このような状況下、当社グループの売上高は、携帯電話修理再生の終結などにより、前年同期に比べ

減収となりましたが、原価低減、経費削減などに努め、営業損失は前年同期に比べ改善しました。 

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24億16百万円（前年同期比5.5％減）、

営業損失55百万円（前年同期は営業損失１億10百万円）、経常損失62百万円（前年同期は経常損失１億

16百万円）、四半期純損失46百万円（前年同期は四半期純損失71百万円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

情報通信端末事業におきましては、携帯電話修理再生の終結などの減収要因がありましたが、携帯

電話販売台数が前年同期に比べ増加したことなどにより、営業利益は前年同期に比べ上回ることがで

きました。また、パソコン販売は減収となりましたが、付加価値の高い各種サービスの提供に注力

し、営業利益はほぼ前年同期並となりました。 

これらの結果、情報通信端末事業での売上高は15億５百万円（前年同期比8.6％減）、営業利益は

65百万円（前年同期は営業利益３百万円）となりました。 

情報通信システム事業におきましては、道路冠水情報提供装置の設置や防災行政無線設備の保守な

どに注力しました。また、ＭＣＡ防災無線やデジタルタクシー無線自動配車システム（ＡＶＭ）など

はメニュー揃えを充実させ全国販売を展開するなど、事業拡大に取り組みました。 

これらの結果、情報通信システム事業での売上高は９億10百万円（前年同期比0.3％増）、営業損

失は１億20百万円（前年同期は営業損失１億14百万円）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。 

  

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１億21百万円増加し、14億19百万円となりました。 

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。 

営業活動の結果、得られた資金は３億17百万円（前年同期は５億94百万円）となりました。これは主

に、仕入債務の減少により資金が23億88百万円減少しましたが、売掛債権の減少により資金が34億95百

万円増加したことなどによるものです。 

投資活動の結果、使用した資金は８百万円（前年同期は22百万円）となりました。これは主に、子会

社の株式取得に際し資金が15百万円増加しましたが、有形固定資産の取得により資金が16百万円減少し

たことなどによるものです。 

財務活動の結果、使用した資金は１億87百万円（前年同期は１億81百万円）となりました。これは主

に、長期借入金の返済による77百万円、配当金の支払による１億４百万円などによるものです。 

  

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】

(1) 業績の状況

① 情報通信端末事業

② 情報通信システム事業

(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）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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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。 

  

当第１四半期連結会計期間における当社グループの研究開発の目的、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。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。 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(4) 研究開発活動
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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。 

  

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】
(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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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】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株) 
 (平成22年６月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成22年８月９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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【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22年４月１日～ 
平成22年６月30日

― 3,500 ― 523,018 ― 498,705

(6) 【大株主の状況】
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(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式631株が含まれております。 

  

 
  

  

 
(注) 最高・最低株価は、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。 

  

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成22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)
（自己保有株式）
普通株式      1,000

― 単元株式数 1,000株

完全議決権株式(その他)
 
普通株式 3,498,000 3,498 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 ― 3,498 ―

② 【自己株式等】

平成22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(％)

（自己保有株式）
西菱電機株式会社

兵庫県伊丹市藤ノ木 
三丁目５番33号

1,000 ― 1,000 0.03

計 ― 1,000 ― 1,000 0.03

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年４月 ５月 ６月

最高(円) 660 670 660

最低(円) 616 620 616

３ 【役員の状況】
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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）及び前第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22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22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。 

  

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）及び前第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並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年

６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表について、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。 

  

第５ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,471,870 1,350,863

受取手形及び売掛金 1,621,794 5,094,927

商品 518,098 432,161

仕掛品 227,346 81,366

原材料 87,099 78,479

繰延税金資産 246,773 201,704

その他 404,559 125,888

貸倒引当金 △107 △447

流動資産合計 4,577,434 7,364,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,459,357 1,438,736

減価償却累計額 △690,871 △686,210

減損損失累計額 △77,472 △77,472

建物及び構築物（純額） 691,014 675,052

機械装置及び運搬具 973,455 966,475

減価償却累計額 △798,692 △777,090

減損損失累計額 △1,051 △1,051

機械装置及び運搬具（純額） 173,711 188,332

工具、器具及び備品 410,128 426,119

減価償却累計額 △254,815 △268,522

減損損失累計額 △28,503 △28,503

工具、器具及び備品（純額） 126,809 129,093

土地 673,403 673,403

建設仮勘定 4,813 3,998

有形固定資産合計 1,669,751 1,669,880

無形固定資産 103,143 111,474

投資その他の資産

投資有価証券 90,368 94,518

前払年金費用 64,089 55,346

繰延税金資産 103,871 95,944

その他 413,354 405,763

貸倒引当金 △80,133 △80,133

投資その他の資産合計 591,551 571,439

固定資産合計 2,364,446 2,352,793

資産合計 6,941,881 9,717,737
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,126,344 3,513,268

1年内返済予定の長期借入金 140,000 170,000

1年内支払予定のリース債務 20,445 18,445

未払法人税等 21,177 289,302

賞与引当金 41,560 356,637

短期解約損失引当金 5,672 5,750

その他 818,257 452,865

流動負債合計 2,173,457 4,806,269

固定負債

長期借入金 － 12,500

リース債務 3,445 6,475

資産除去債務 28,098 －

退職給付引当金 10,367 －

その他 146,956 155,610

固定負債合計 188,868 174,586

負債合計 2,362,325 4,980,855

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 3,550,825 3,703,909

自己株式 △1,080 △468

株主資本合計 4,571,468 4,725,163

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,086 11,717

評価・換算差額等合計 8,086 11,717

純資産合計 4,579,555 4,736,881

負債純資産合計 6,941,881 9,717,737
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 2,555,577 2,416,133

売上原価 1,937,049 1,791,027

売上総利益 618,527 625,105

販売費及び一般管理費 ※1 729,411 ※1 680,763

営業損失（△） △110,883 △55,658

営業外収益

受取利息 44 15

受取配当金 377 861

販売表彰金収入 891 299

その他 499 1,604

営業外収益合計 1,813 2,780

営業外費用

支払利息 2,243 1,263

支払手数料 1,174 1,190

その他 3,605 7,235

営業外費用合計 7,022 9,689

経常損失（△） △116,092 △62,567

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 340

負ののれん発生益 － 3,578

特別利益合計 － 3,918

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,804

投資有価証券評価損 － 8,856

特別損失合計 － 13,660

税金等調整前四半期純損失（△） △116,092 △72,309

法人税、住民税及び事業税 △119 17,041

法人税等調整額 △44,722 △43,071

法人税等合計 △44,842 △26,029

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △46,279

四半期純損失（△） △71,250 △46,279
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△） △116,092 △72,309

減価償却費 59,931 50,020

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,856

賞与引当金の増減額（△は減少） △190,768 △319,477

受取利息及び受取配当金 △422 △876

支払利息 2,243 1,263

固定資産除売却損益（△は益） 191 1,784

売上債権の増減額（△は増加） 2,433,734 3,495,575

たな卸資産の増減額（△は増加） △226,591 △240,536

仕入債務の増減額（△は減少） △1,309,102 △2,388,132

その他 107,622 58,833

小計 760,745 595,002

利息及び配当金の受取額 403 875

利息の支払額 △2,163 △1,208

法人税等の支払額 △164,818 △277,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 594,167 317,318

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 5,000 5,000

定期預金の預入による支出 △5,000 △5,000

有形固定資産の取得による支出 △18,281 △16,958

無形固定資産の取得による支出 △585 △1,840

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 15,818

その他 △3,669 △5,863

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,536 △8,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △71,700 △77,376

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,703 △5,111

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 △181,383 △187,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 390,247 121,007

現金及び現金同等物の期首残高 905,144 1,298,306

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 1,295,391 ※1 1,419,314

- 14 -



  

 
  

  

 
  

  

 
  

【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】

項目
当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更      

当第１四半期連結会計期間より、株式取得により株式会社スズキエ

ンジニアリングを連結の範囲に含めております。
(2)変更後の連結子会社の数
２社

２．会計処理基準に関する事項の変更 (1)資産除去債務に関する会計基準の適用      

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債 

務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 

平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ511千円増加し、税

金等調整前四半期純損失は、5,315千円増加しております。また、

当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は28,098千円

であります。

(2)企業結合に関する会計基準等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関

する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、

「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第

23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基

準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

【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22年４月１日
至 平成22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22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日

至 平成22年６月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数 

 
  

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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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。

給与及び賞与 232,508千円

賞与引当金繰入額 58,552千円

退職給付費用 25,326千円

役員退職慰労引当金繰入額 705千円
 

※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 264,840千円

賞与引当金繰入額 23,401千円

退職給付費用 13,251千円

 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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21年６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,347,930千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △52,539千円

現金及び現金同等物 1,295,391千円
  

※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22年６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,471,870千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △52,556千円

現金及び現金同等物 1,419,314千円
 

(株主資本等関係)

普通株式 3,500,000株

普通株式 1,631株

(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22年６月24日 
定時株主総会

普通株式 104,980 30 平成22年３月31日 平成22年６月25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 

  

 
   

前第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。 

  

(セグメント情報等)

【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 1,647,918 907,659 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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

 当社は、情報通信端末、情報通信システム別の事業本部を置き、各事業本部は、取扱製品・サー

ビスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「情報通信端末事業」、「情報通信システム事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「情報通信端末事業」は、携帯電話・パーソナルコンピュータ及びその関連商品の販売及び修

理・再生を行っております。 

 「情報通信システム事業」は、通信機器システム・映像機器システムの販売及び技術サービス、

映像システムの運用による放映・放送番組の制作などを行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
  
   (注) セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

(追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日) 

以下の科目が、企業集団の事業運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められます。 

 
 （注）金融商品の時価の算定方法 

     資産 

  受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

     負債 

  買掛金 

 買掛金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。 

  

【セグメント情報】

（単位：千円）

 報告セグメント

その他 合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

 
情報通信
端末事業

情報通信     
システム
事業

計

売上高
       

外部顧客への売上高 1,505,984 910,148 2,416,133 － 2,416,133  － 2,416,133

セグメント間の内部
売上高又は振替高

 － 75 75 － 75 △75 －

計 1,505,984 910,223 2,416,208 － 2,416,208 △75 2,416,133

セグメント利益 
又は損失（△）

65,023 △ 120,681 △ 55,658 － △ 55,658  － △ 55,658

(金融商品関係)

（単位：千円）

科目 四半期連結貸借対照表計上額 時価 差額

 受取手形及び売掛金 1,621,794 1,621,794 ―

  資産計 1,621,794 1,621,794 ―

 買掛金 1,126,344 1,126,344 ―

   負債計 1,126,344 1,126,344 ―
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,309.05円

 
１株当たり純資産額 1,353.65円

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

 
１株当たり四半期純損失金額 20.36円

 
１株当たり四半期純損失金額 13.23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。

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。

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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) 71,250 46,279

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) 71,250 46,279

期中平均株式数 (株) 3,499,348 3,499,240

(重要な後発事象)

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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西菱電機株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  

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 

  

 

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年８月５日

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  ㊞

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  東  昌  一  ㊞

(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。
 



 

  

 

西菱電機株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  

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22年４月１日から平成23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22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

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22

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 

  

 

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成22年８月３日

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  ㊞

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  東  昌  一  ㊞

(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。
 




