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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67期

第２四半期
連結累計期間

第68期
第２四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年９月30日

自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （千円） 21,010,493 17,268,495 41,217,053

経常利益 （千円） 1,149,260 155,887 2,103,240

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 897,599 22,855 1,956,246

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 934,828 301,833 1,664,558

純資産額 （千円） 7,459,336 8,344,104 8,159,192

総資産額 （千円） 24,581,354 23,458,792 24,716,002

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 65.55 1.67 142.89

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 （％） 30.3 35.4 33.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 115,385 801,312 1,639,915

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △432 △197,392 21,618

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △824,964 132,780 △845,463

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 3,930,011 6,192,793 5,456,092

 

回次
第67期

第２四半期
連結会計期間

第68期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自2019年７月１日
至2019年９月30日

自2020年７月１日
至2020年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 48.08 19.16

　（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）純利益金額につきましては、潜在株式が存在していないため記載

しておりません。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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の重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)財政状態及び経営成績の状況

①経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、世界規模で拡大し続けている新型コロナウイルス感染症（以

下「感染症」という。）の影響を受け、国内外の経済が急激に悪化し経済活動が再開し始めたものの、未だ感染拡

大は収束せず国内経済は予断を許さない状況にあります。

当情報サービス業界では、同感染症の影響により商談機会の減少ならびに製造業と流通業を中心とする広範な民

需顧客層における設備投資の延伸が一部で見られました。一方で、感染症対策としてのテレワークへの対応等、従

来にも増してデジタルトランスフォーメーションの必要性が認識されており、IoT化の取り組みや業務効率化・自動

化を目的としたAI等の活用が今後さらに本格化していくものと見込まれます。

こうした環境の下、当社グループでは受注活動の強化と、収入安定化を目的としたストックビジネスの増強に取

組みました。中でも、セキュリティビジネスにおきましては、戦略商品「AppGuard®」に中小企業向けに最適化し

た「Small Business Edition」を新たに加え、ラインアップの充実を図りました。一方、感染症対策ソリューショ

ンとして、顔認証技術に定評のある日本コンピュータビジョン株式会社（本社: 東京都千代田区、代表取締役社

長: アンドリュー・シュワベッカー）と提携し、同社の技術を活かしたAI温度検知ソリューション

「SenseThunder」の販売を開始したほか、政府が主導するデジタル強靭化に向けた社会基盤の整備・規制のリデザ

インに則した、電子契約サービスの導入から運用支援、アフターサポートまでを一括でご提供するアウトソーシン

グサービス「ＤＤ-ＣＯＮＮＥＣＴ」(ディ・ディ・コネクト)の提供開始を公表しました。

グループ運営においては、近年のM&Aにより取得しました連結子会社（株式会社ＤＳＲ、株式会社アイデス、大

協電子通信株式会社）とのシナジー創出により、業界共通の課題でもある技術者を中心とした人材不足への対応を

推し進めております。

一方、社内的には「お客さま第一」の方針のもとお客さまの経営課題の解決をご支援するために、「人の品質」

「物の品質」「仕事の品質」の向上を目指し、組織を横断するタスクフォース活動による品質向上に引き続き取組

みました。

この結果、販売面につきましては、富士通株式会社および同社グループとの連携強化による新規商談および既存

顧客からの受注獲得に引き続き努めましたが、Windows7サポート終了と消費税改正に伴う入替需要が収束したこ

と、感染症の影響により特に首都圏における受注の延伸が発生したことにより、当第２四半期連結累計期間の業績

は、受注高182億17百万円（前年同期比88.0％）、売上高172億68百万円（前年同期比82.2％）となりました。

利益面につきましては、売上高減少に伴う売上総利益の減少、本社事務所リニューアル費用の計上ならびに感染

症の影響による技術者の稼働の減少などにより経費が増加し、営業利益１億18百万円（前年同期比10.4％）、経常

利益１億55百万円（前年同期比13.6％）となりました。

また、法人税、住民税及び事業税ならびに法人税等調整額を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益

につきましては、22百万円（前年同期比2.5％）となりました。

 

事業部門別の業績は次のとおりであります。

なお、当社グループは、情報通信分野における機器の販売及びサービスの提供を行う単一の事業活動を営んでい

るため、事業部門別に記載しております。

 

情報通信機器部門

入替需要の収束ならびに感染症の拡大で営業活動が著しく制限された影響により、受注高は51億50百万円（前

年同期比72.6％）、売上高は49億50百万円（前年同期比66.8％）と減少しました。

 

ソリューションサービス部門

ソリューションサービス部門におきましては、受注高130億67百万円（前年同期比96.1％）、売上高123億17百

万円（前年同期比90.6％）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では、公共分野および

民需分野ともに減少し、売上高は83億23百万円（前年同期比88.5％）となりました。

また、保守サービスでは、継続してストックビジネスの拡大を図りましたが、売上高は28億４百万円（前年同

期比96.6％）と減少しました。
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ネットワーク工事では、受注高は前年同期比で増加しましたが、売上高は11億90百万円（前年同期比92.0％）

と減少しました。

 

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

月に集中する傾向にあるため、当社グループの売上高および利益は、第２四半期、第４四半期に増加する特性があ

ります。

 

②財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末より12億57百万円減少し、234億58百万円

となりました。この主な要因は、前連結会計年度末に集中した売上に係る債権が順調に回収されたことにより受取

手形及び売掛金が19億25百万円減少し、現金及び預金が７億38百万円増加したこと、および投資有価証券が３億13

百万円増加したことであります。

負債につきましては、前連結会計年度末より14億42百万円減少し、151億14百万円となりました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金が７億76百万円減少したことであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末より１億84百万円増加し、83億44百万円となりました。この主な要因

は、その他有価証券評価差額金の増加によるものであります。

 

(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、８億１百万円の収入（前年同期は１億15百万円の収入）となりました。

これは主に売上債権の減少による19億26百万円の収入、および仕入債務の減少による７億76百万円の支出によるも

のであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億97百万円の支出（前年同期は０百万円の支出）となりました。これ

は主に有形固定資産の取得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、１億32百万円の収入（前年同期は８億24百万円の支出）となりました。

これは主に短期借入れによる収入、短期借入金および長期借入金の返済による支出によるものであります。

この結果、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の残高は、前連結会計年度の期末残高より

７億36百万円増加し、61億92百万円となりました。

 

(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題、経営者の問題認識と今後の方針について

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

また、当第２四半期連結累計期間において、当社の財政および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針について重要な変更はありません。

 

(4)研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因や問題点と経営戦略および今後の方針について

　当社グループは、コンピュータメーカー各社および関連ソフトウェア会社、ソフトウェアパッケージ会社、シス

テムインテグレータ、コンサルティング会社など多種多様な企業と競合関係にあり、今後、同業他社あるいは新規

参入者との取扱い商品・サービス、業務スキル、技術面等での競争結果によっては、業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　このような要因を解消するため、当社グループは「お客さま第一」の基本に立ち返り、「顧客視点」の営業活動

を積極的に展開するとともに、コスト削減の推進に加え、会社体質の変革を進めてまいります。

　また、感染症の影響による見積りの仮定につきましては前連結会計年度から重要な変更はありませんが、商談機

会の減少ならびに製造業と流通業を中心とする広範な民需顧客層における設備投資の延伸が発生しており、今後も

国内外の経済の低迷が長期化した場合は、当社グループの製品、サービスの需要が減少することで、当連結会計年

度の経営成績に重要な影響を与える可能性があります。

 

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金需要は、情報通信機器等の仕入、ソフトウェア等の制作および人件費を主とする販売費及び

一般管理費等によるものであり、これらを使途とする運転資金の安定的かつ機動的な確保を資金調達の基本方針と

しております。この方針に沿い、当第２四半期連結会計期間末現在、短期借入金34億円、長期借入金２億23百万円

（1年内返済予定の長期借入金を含む。）および社債１億50百万円（1年内償還予定の社債を含む。）を本邦内にお

いて調達しております。
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当社グループは、売掛金の回収促進などの営業活動によるキャッシュ・フローの改善に加え、金融機関からの安定

した資金調達により、当社グループの成長を維持するための運転資金を確保する方針であります。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四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。
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第３【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 47,900,000

計 47,900,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年11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 13,868,408 13,868,408
東京証券取引所

（市場第二部）

権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式
単元株式数100株

計 13,868,408 13,868,408 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（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）【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
（株）

発行済株式総
数残高（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）

2020年７月１日～

2020年９月30日
－ 13,868,408 － 1,969,068 － 100,000
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（５）【大株主の状況】

  2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

富士通㈱ 神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 1,866 13.68

㈱オービック 東京都中央区京橋２－４－15 1,500 10.99

大興電子通信従業員持株会 東京都新宿区揚場町２－１ 685 5.02

㈱ドッドウエルビー・エム・エス 東京都中央区日本橋久松町12－８ 637 4.67

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG

FUNDS/UCITS ASSETS

33 RUE DE GASPERICH,L-5826 HOWALD-

HESPERANGE,LUXEMBOURG
610 4.47

みずほリース㈱ 東京都港区虎ノ門１－２－６ 517 3.79

㈱日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１－８－12 339 2.49

大興電子通信取引先持株会 東京都新宿区揚場町２－１ 223 1.64

古我 知史 東京都港区 217 1.60

サンテレホン㈱ 東京都中央区日本橋箱崎町36－２ 200 1.47

計 － 6,797 49.82

　（注）　上記のほか、自己株式が222千株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020年９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）

－

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

単元株式数100株

普通株式
222,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,624,800 136,248 同上

単元未満株式 普通株式 20,808 － 同上

発行済株式総数  13,868,408 － －

総株主の議決権  － 136,248 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式は含まれておりません。

 

②【自己株式等】

    2020年９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）

大興電子通信㈱

東京都新宿区

揚場町２－１
222,800 － 222,800 1.61

計 ― 222,800 － 222,800 1.61

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

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）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、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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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）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,513,542 6,252,044

受取手形及び売掛金 8,284,090 6,358,290

機器及び材料 4,197 5,010

仕掛品 3,173,511 2,953,707

その他 685,796 667,949

貸倒引当金 △575 △382

流動資産合計 17,660,562 16,236,620

固定資産   

有形固定資産 1,493,933 1,600,937

無形固定資産   

のれん 581,422 514,864

その他 122,680 130,960

無形固定資産合計 704,102 645,824

投資その他の資産   

投資有価証券 1,381,126 1,694,460

退職給付に係る資産 492,804 433,926

繰延税金資産 2,475,014 2,360,439

その他 559,409 536,897

貸倒引当金 △51,646 △50,806

投資その他の資産合計 4,856,708 4,974,917

固定資産合計 7,054,744 7,221,679

繰延資産   

社債発行費 696 491

繰延資産合計 696 491

資産合計 24,716,002 23,458,792

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,238,323 3,461,636

短期借入金 3,000,000 3,400,000

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 55,700 27,900

未払法人税等 294,531 119,088

賞与引当金 568,150 587,208

その他 2,354,590 1,542,890

流動負債合計 10,561,295 9,188,724

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 209,250 195,300

役員退職慰労引当金 35,442 38,892

退職給付に係る負債 5,443,745 5,416,064

その他 207,076 175,706

固定負債合計 5,995,513 5,925,962

負債合計 16,556,809 15,114,687
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,969,068 1,969,068

資本剰余金 134,892 134,892

利益剰余金 5,883,596 5,769,995

自己株式 △74,296 △54,760

株主資本合計 7,913,260 7,819,195

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 400,891 631,031

退職給付に係る調整累計額 △154,516 △135,110

その他の包括利益累計額合計 246,374 495,921

非支配株主持分 △442 28,988

純資産合計 8,159,192 8,344,104

負債純資産合計 24,716,002 23,458,792
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【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　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 ※１ 21,010,493 ※１ 17,268,495

売上原価 16,160,568 13,380,300

売上総利益 4,849,924 3,888,194

販売費及び一般管理費 ※２ 3,714,385 ※２ 3,769,572

営業利益 1,135,539 118,622

営業外収益   

受取利息 76 94

受取配当金 19,337 18,848

違約金収入 － 10,000

雇用調整助成金 － 40,259

その他 10,886 13,786

営業外収益合計 30,299 82,989

営業外費用   

支払利息 15,069 12,879

リース解約損 － 5,663

固定資産除却損 － 19,182

その他 1,509 7,999

営業外費用合計 16,579 45,724

経常利益 1,149,260 155,887

特別利益   

投資有価証券売却益 15,822 －

特別利益合計 15,822 －

特別損失   

投資有価証券売却損 1,248 －

投資有価証券評価損 － 19,999

特別損失合計 1,248 19,999

税金等調整前四半期純利益 1,163,835 135,887

法人税、住民税及び事業税 272,897 79,230

過年度法人税等 771 －

法人税等調整額 △10,569 4,371

法人税等合計 263,099 83,601

四半期純利益 900,736 52,285

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,136 29,430

親会社株主に帰属する四半期純利益 897,599 22,855
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【四半期連結包括利益計算書】

【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　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

四半期純利益 900,736 52,285

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25,144 230,140

退職給付に係る調整額 8,948 19,406

その他の包括利益合計 34,092 249,547

四半期包括利益 934,828 301,833

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 931,692 272,403

非支配株主に係る四半期包括利益 3,136 29,430
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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２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020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 1,163,835 135,887

減価償却費 115,742 120,833

のれん償却額 67,225 66,558

賞与引当金の増減額（△は減少） 180,326 19,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,358 △1,033

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44,016 3,449

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 2,705 63,482

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,773 △4,313

受取利息及び受取配当金 △19,413 △18,942

支払利息 15,069 12,879

投資有価証券売却損益（△は益） △14,574 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 19,999

売上債権の増減額（△は増加） 418,002 1,926,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △335,542 218,990

仕入債務の増減額（△は減少） △686,183 △776,687

その他 △584,282 △803,760

小計 289,307 983,041

利息及び配当金の受取額 18,847 20,195

利息の支払額 △14,906 △13,011

法人税等の支払額 △177,862 △188,913

営業活動によるキャッシュ・フロー 115,385 801,312

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 △5,100 △1,800

投資有価証券の取得による支出 △51,519 △1,944

投資有価証券の売却による収入 85,077 295

有形固定資産の取得による支出 △20,477 △213,352

有形固定資産の売却による収入 － 300

無形固定資産の取得による支出 △8,631 △2,791

その他 217 21,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △432 △197,392

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 － 500,000

短期借入金の返済による支出 △390,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △190,335 △41,750

社債の償還による支出 △90,000 －

自己株式の取得による支出 △180 △89

配当金の支払額 △81,091 △134,994

非支配株主への配当金の支払額 △40 －

リース債務の返済による支出 △73,317 △90,386

財務活動によるキャッシュ・フロー △824,964 132,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △710,011 736,700

現金及び現金同等物の期首残高 4,640,022 5,456,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 3,930,011 ※１ 6,192,793
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自2020

年４月１日　至2020年９月30日）

※１　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月に集中する傾向にあるため、当社グループの売上高は、第２四半期、第４四半期に増加する

特性があります。

 

※２　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。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2019年４月１日
　　至 2019年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　　至 2020年９月30日）

従業員給料手当 1,457,582千円 1,507,840千円

賞与引当金繰入額 388,388 283,162

退職給付費用 128,785 148,334

法定福利費 277,776 296,448

減価償却費 67,953 78,504

賃借料 301,638 335,481

外注費 209,308 213,412
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　※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は下

記のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

現金及び預金勘定 3,985,659千円 6,252,044千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △55,647 △59,250

現金及び現金同等物 3,930,011 6,192,793

 

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年９月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2019年６月21日

定時株主総会
普通株式 82,165 利益剰余金 6 2019年３月31日 2019年６月24日

 

当第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年９月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2020年６月25日

定時株主総会
普通株式 136,457 利益剰余金 10 2020年３月31日 2020年６月26日

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自2020

年４月１日　至2020年９月30日）

当社グループは情報通信分野における機器の販売及びサービスの提供を行う単一の事業活動を営んでいるた

め、セグメント情報については記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 65円55銭 １円67銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
897,599 22,855

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（千円）
897,599 22,855

普通株式の期中平均株式数（株） 13,694,158 13,645,668

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動

があったものの概要

－ －

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年11月４日

大興電子通信株式会社

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
 

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  並木　健治　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  古市　岳久　　印

監査人の結論

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」に掲げられている大興電子通信株

式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９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、四半期連結包括利益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

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、大興電子通信株式会社及び連結子会社の2020年９月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第２四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全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、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基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
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の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子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.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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