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(百万円未満切捨て) 

１．平成 23 年３月期第１四半期の連結業績(平成 22 年４月１日～平成 22 年６月 30 日) 
(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 ％ 

23 年３月期第１四半期

22 年３月期第１四半期

6,453 

5,920 

9.0 

△23.7 

△289

△495

－ 

－ 

△303

△499

－ 

－ 

△353 

△594 

－ 

－ 

  

 
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 

23 年３月期第１四半期

22 年３月期第１四半期

△28.45 

△47.76 

－ 

－ 

 
(2)連結財政状態 

  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

23 年３月期第１四半期

22 年３月期 

17,497 

19,410 

1,993 

2,401 

10.9 

12.0 

153.92 

186.59 

（参考）自己資本 23 年３月期第１四半期 1,915 百万円   22 年３月期 2,321 百万円 
 

２．配当の状況 

  年間配当金 

（基準日） 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 

22 年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

23 年３月期 －     

23 年３月期（予想）  0.00 － 0.00 0.00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

３．平成 23 年３月期の連結業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
 （％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 
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

第２四半期(累計) 15,350 2.6 70 － 70 － 20 － 1.61 

通期 32,000 △0.8 460 － 440 － 330 － 26.51 

（注）当四半期における業績予想の修正の有無 : 無 



 

  

４．その他（詳細は、添付資料３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無 

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

(注) 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の有無となります。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有  

② ①以外の変更        ： 無  

(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 

(4) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23 年３月期１Ｑ 12,561,219 株 22 年３月期 12,561,219 株

② 期末自己株式数 23 年３月期１Ｑ 119,516 株 22 年３月期 118,221 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23 年３月期１Ｑ 12,442,357 株 22 年３月期１Ｑ 12,448,544 株

 
 
※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる条件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、添付資料３ページ「連

結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期連結業績等に関する定性的情報 
 
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益に改善の動きが見られることから、
景気回復に期待が持たれているものの、失業率が高水準で推移する雇用情勢や、デフレ進行などの
景気を下押しするリスクが存在し、依然として厳しい状況が続いております。 
当情報サービス業界は、企業の業績に改善の兆しが見えていることから、一部のＩＴ投資に積極

的な動きがあるものの、全体としては景気の先行き不透明感から投資を抑制する状況が続いており
ます。 
こうした環境のなか、当社グループは「お客さま第一」の基本に立ち返り、既存のお客さまと緊

密な関係を再構築する「顧客視点」に立った営業活動を積極的に展開するとともに、経営改善策の
実行によるコスト削減の推進に加え、役員退職慰労金制度の廃止など会社体質の変革を進めてまい
りました。 
部門別に概観いたしますと、情報通信機器部門は企業の投資抑制とハードウェアの価格競争激化

が続きましたが、受注高 21 億 96 百万円（前年同期比 125.7％）、売上高 20億 94 百万円（前年同期
比 106.6％）と前年同期比で増加いたしました。 
ソリューションサービス部門は、受注高 61 億 12 百万円（前年同期比 109.0％）、売上高 43 億 58

百万円（前年同期比 110.2％）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が、
受注高 40 億 61 百万円（前年同期比 112.4％）、売上高 24 億 57 百万円（前年同期比 111.7％）、保
守サービスが、受注高 13 億 64 百万円（前年同期比 95.4％）、売上高 12 億 73 百万円（前年同期比
95.2％）、ネットワーク工事が、受注高６億 87 百万円（前年同期比 121.8％）、売上高６億 27 百万
円（前年同期比 149.7％）であります。 
この結果、当第１四半期連結会計年度の業績は、受注高 83 億９百万円、（前年同期比 113.0％）、

売上高 64億 53 百万円（前年同期比 109.0％）となりました。 
利益面につきましては、営業損失２億 89 百万円（前年同期営業損失４億 95 百万円）、経常損失

３億３百万円（前年同期経常損失４億 99 百万円）となりました。なお、投資有価証券評価損およ
び法人税、住民税、事業税を計上した結果、四半期純損失につきましては、３億 53 百万円（前年
同期四半期純損失５億 94 百万円）となりました。 
 

＜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月に集中して計上される傾向にあるため、当社グループの売上高および利益は、第
２四半期、第４四半期に集中、増加する特性があります。 

 
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 
① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より19億12百万円減少し、174億
97百万円となりました。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当第１四
半期連結会計期間において順調に回収されたことにより受取手形及び売掛金が38億25百万円減少
し、現金及び預金が13億26百万円増加したこと、及び仕掛品が６億62百万円増加したことでありま
す。 

負債合計については、前連結会計年度末より15億４百万円減少し、155億３百万円となりました。
この主な要因は、支払手形及び買掛金が14億81百万円減少したことであります。 

 
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、12 億 70 百万円の収入（前年同期は２億円の収入）とな
りました。これは主に売上債権の減少 38 億 25 百万円、仕入債務の減少 14億 81 百万円及びたな卸
資産の増加６億 62 百万円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、43 百万円の支出（前年同期は２億 85 百万円の収入）で
あり、主に定期預金の預入れ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、75 百万円の収入（前年同期は１億７百万円の支出）であ
り、主に短期借入金の借入によるものであります。 

これらの結果、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の残高は、前連結会計
年度の期末残高より 13 億１百万円増加し、36 億 51 百万円となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 
業績予想は、平成 22 年５月 14 日公表時から変更しておりません。 
当第１四半期連結会計期間の業績は、概ね計画どおり推移しておりますが、様々な要因によって

予想数値と異なる可能性があります。 
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 
２．その他の情報 
 
(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
 
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
① 棚卸資産の評価方法は、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的

な方法により算出する方法によっております。 
 

② 固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る
減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっております。 
 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
① 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告
第24号 平成20年３月10日）を適用しております。 
なお、これによる損益の影響はありません。 
 

② 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。 
なお、これによる損益の影響はありません。 

 
（追加情報） 

当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額の100％を計上
しておりましたが、平成22年６月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に
伴う退職慰労金打ち切り支給議案が承認可決されました。これに伴い、役員退職慰労引当金を全
額取り崩し、打ち切り支給額の未払分を固定負債のその他に計上しております。 

 
(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社グループは、前々連結会計年度において１億８百万円、前連結会計年度においては６億 92
百万円と２期連続して営業損失を計上いたしました。また、前連結会計年度において経常損失６
億 90 百万円、当期純損失 11 億 82 百万円を計上しております。当第１四半期連結会計期間にお
いても、営業損失２億 89 百万円（対前年同期比２億６百万円の改善）、経常損失３億３百万円（対
前年同期比１億 95 百万円の改善）、四半期純損失３億 53 百万円（対前年同期比２億 40 百万円の
改善）と前年同期に比べて改善が図られているものの損失を計上しております。 

このような状況により、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しておりますが、平成 22
年５月 14 日に発表いたしました、以下の経営改善策を継続して実施することにより、継続企業
の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

 
① 安定した収益基盤を確立するための施策 

・「お客さま第一」の基本に立ち返り、顧客視点から従来の営業活動を見直し、既存顧客からの
受注を中心に、アカウントプランの対象となる顧客層の拡充、特化ビジネスの商品力の強化を
図るとともに販売チャネルの拡充を図ります。 

・インフラ・ＬＣＭビジネスの見直し、ソリューションＳＥ部門の要員増強、最適配置等、人事
組織改革を実施いたします。 

・重要な販売パートナーであります富士通株式会社と中堅民需市場において、注力する製品、業
種を特定し協業を強化いたします。 

 
② 損益分岐点を引き下げる経費削減策 

・平成 22 年４月 23 日開催の当社取締役会において、現行の退職金制度における従業員への支給
額を一律 70％に減額することを決議し、平成 22 年４月より適用しております。本制度の改定
にともない退職給付債務が減少し過去勤務債務が 16 億 79 百万円発生するため、平成 23 年３
月期および平成24年３月期において、退職給付費用がそれぞれ８億39百万円減少いたします。
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また、勤務費用につきましても、平成 23 年３月期から約１億円減少いたします。 
・役員報酬ならびに管理職および一般職の賃金減額を継続いたします。 
・本社及び支店における、事務所賃借料を抑制し、年間約 30 百万円を削減いたします。 
・間接部門の統合等による一層の合理化推進を図ります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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 3,799,129 2,472,376

受取手形及び売掛金 4,675,760 8,501,619

機器及び材料 15,387 16,234

仕掛品 4,853,298 4,190,497

その他 369,177 303,885

貸倒引当金 △5,305 △7,321

流動資産合計 13,707,447 15,477,292

固定資産   

有形固定資産 1,339,499 1,353,291

無形固定資産 250,669 246,416

投資その他の資産   

投資有価証券 1,553,382 1,700,762

その他 723,322 707,254

貸倒引当金 △89,026 △88,158

投資その他の資産合計 2,187,678 2,319,858

固定資産合計 3,777,848 3,919,566

繰延資産 12,087 13,505

資産合計 17,497,383 19,410,364

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,673,752 5,155,441

短期借入金 1,925,000 1,825,000

1年内償還予定の社債 265,200 265,200

1年内返済予定の長期借入金 68,000 68,000

未払法人税等 17,405 98,232

賞与引当金 143,400 374,800

製品保証引当金 2,800 2,600

その他 1,609,169 1,043,823

流動負債合計 7,704,726 8,833,098

固定負債   

社債 402,200 402,200

長期借入金 81,000 98,000

繰延税金負債 79,106 113,109

退職給付引当金 7,018,022 7,381,262

役員退職慰労引当金 39,603 131,468

手数料返還引当金 5,000 4,000

その他 174,306 45,683

固定負債合計 7,799,238 8,175,724

負債合計 15,503,965 17,008,822
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,654,257 3,654,257

資本剰余金 272,811 272,811

利益剰余金 △2,004,520 △1,650,571

自己株式 △27,943 △27,778

株主資本合計 1,894,604 2,248,718

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,442 72,965

評価・換算差額等合計 20,442 72,965

少数株主持分 78,370 79,857

純資産合計 1,993,417 2,401,541

負債純資産合計 17,497,383 19,410,364

大興電子通信㈱（8023）平成23年３月期 第１四半期決算短信

6



（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 5,920,414 6,453,137

売上原価 5,010,344 5,373,603

売上総利益 910,069 1,079,534

販売費及び一般管理費 1,405,688 1,368,956

営業損失（△） △495,618 △289,422

営業外収益   

受取利息 1,479 493

受取配当金 7,780 9,567

その他 4,792 4,912

営業外収益合計 14,052 14,973

営業外費用   

支払利息 12,166 13,798

持分法による投資損失 4,799 11,199

その他 1,039 4,389

営業外費用合計 18,005 29,388

経常損失（△） △499,571 △303,837

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,495 1,093

新株予約権戻入益 81,288 －

特別利益合計 82,784 1,093

特別損失   

投資有価証券評価損 － 46,930

特別損失合計 － 46,930

税金等調整前四半期純損失（△） △416,787 △349,674

法人税、住民税及び事業税 15,576 5,761

法人税等調整額 165,762 －

法人税等合計 181,338 5,761

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △355,436

少数株主損失（△） △3,573 △1,487

四半期純損失（△） △594,553 △353,948
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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（△） △416,787 △349,674

減価償却費 25,095 29,817

負ののれん償却額 △129 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △299,900 △231,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,737 △1,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 220 △91,864

退職給付引当金の増減額（△は減少） △710,989 △363,240

受取利息及び受取配当金 △9,259 △10,060

支払利息 12,166 13,798

持分法による投資損益（△は益） 4,799 11,199

投資有価証券評価損益（△は益） － 46,930

新株予約権戻入益 △81,288 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,748,897 3,825,044

たな卸資産の増減額（△は増加） △752,114 △662,111

仕入債務の増減額（△は減少） △2,496,087 △1,481,689

その他 243,866 609,657

小計 265,750 1,345,258

利息及び配当金の受取額 10,279 10,208

利息の支払額 △12,145 △12,853

法人税等の支払額 △63,243 △72,459

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,641 1,270,153

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 △637 △24,773

定期預金の払戻による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,761 △290

投資有価証券の取得による支出 △7,224 △177

無形固定資産の取得による支出 △5,415 △14,543

その他 141 △3,949

投資活動によるキャッシュ・フロー 285,103 △43,733

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 － 100,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 －

長期借入金の返済による支出 － △17,000

リース債務の返済による支出 △6,176 △7,275

自己株式の取得による支出 △349 △165

配当金の支払額 △0 －

少数株主への配当金の支払額 △1,350 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,876 75,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 377,867 1,301,978

現金及び現金同等物の期首残高 2,934,981 2,349,087

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,312,848 3,651,066
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

受注及び販売の状況 

(1) 連結受注実績 
（単位：千円） 

受注高 構成比 受注高 構成比 受注高 構成比

% % % % 

2,196,996 26.4 1,748,398 23.8 25.7 9,337,074 27.6 

 ソフトウェアサービス 4,061,096 48.9 3,613,776 49.1 12.4 15,703,615 46.3 

 保守サービス 1,364,678 16.4 1,430,712 19.4 △4.6 6,099,059 18.0 

 ネットワーク工事 687,190 8.3 564,011 7.7 21.8 2,733,387 8.1 

小　　　　計 6,112,965 73.6 5,608,500 76.2 9.0 24,536,061 72.4 

8,309,962 100.0 7,356,898 100.0 13.0 33,873,135 100.0 

期別 

 部門・品目

合　　　　計

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス

 情報通信機器

前連結会計年度

(22.4.1～22.6.30) (21.4.1～21.6.30) (21.4.1～22.3.31)

当第１四半期
対前年同
期増減率

前第１四半期

 
 
(2) 連結販売実績 

（単位：千円） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

% % % % 

2,094,987 32.5 1,964,562 33.2 6.6 9,659,799 29.9 

 ソフトウェアサービス 2,457,755 38.1 2,200,046 37.1 11.7 14,301,700 44.3 

 保守サービス 1,273,270 19.7 1,336,862 22.6 △4.8 5,501,886 17.1 

 ネットワーク工事 627,124 9.7 418,943 7.1 49.7 2,800,211 8.7 

小　　　　計 4,358,150 67.5 3,955,852 66.8 10.2 22,603,799 70.1 

6,453,137 100.0 5,920,414 100.0 9.0 32,263,598 100.0 

 情報通信機器

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ

ン

サ
ー

ビ
ス

合　　　　計

前連結会計年度

(22.4.1～22.6.30) (21.4.1～21.6.30) (21.4.1～22.3.31)

期別 
対前年同
期増減率

 部門・品目

当第１四半期 前第１四半期
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