
   

  

 （注） ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、投資者の縦覧の便宜のため備える

ものであります。 
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当社は、平成25年３月期の決算手続において、同年４月中旬に原価付替えによる不適切な会計処理が行われているこ

とを発見いたしました。当社は、この事態を重く受け止め、全社的な調査を開始するとともに、同年４月22日に社内調

査委員会を設置し調査を進めたところ、複数部門において原価付替えによる不適切な会計処理が行われていたことが発

見されました。 

当社としては、このような状況により財務報告に係る内部統制に疑義が生じることも予想されたことから、調査の客

観性、独立性を確保するため、同年５月10日に当社と利害関係のない社外の独立した公認会計士を委員長とし、社外監

査役及び取締役コーポレート本部長を委員とする「特別調査委員会」を設置し、同年５月14日に取締役会の承認を受け

公表したうえで、調査を進めてまいりました。 

その結果、複数部門で過年度に渡り原価付替えによる不適切な会計処理が行われていたことが判明し、平成25年６月

13日には特別調査委員会から調査報告書を受領し、四半期連結財務諸表の修正等必要と認められる訂正を行うこととい

たしました。 

これらの決算訂正により、当社が平成21年11月13日に提出いたしました第57期第２四半期（自平成21年７月１日 至

平成21年９月30日）に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７第４

項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

なお、訂正後の四半期連結財務諸表につきましては、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けてお

り、その四半期レビュー報告書を添付しております。 

また、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については、XBRLの修正も行いましたので併せて修正後のXBRL

形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。 

  

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 

第２ 事業の状況 

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 

第５ 経理の状況 

１ 四半期連結財務諸表 

四半期レビュー報告書 

  

訂正箇所は＿線で示しております。 

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。    

１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正事項】

３【訂正箇所】



 （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、第56期、第56期第２四半期連結累計

期間及び第57期第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期（当期）純損失であり、また希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在していないため記載しておりません。第56期第２四半期連結会計期間は、希薄化効果

を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。また、第57期第２四半期連結会計期間

は、潜在株式が存在してい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56期 

第２四半期連結
累計期間 

第57期 
第２四半期連結

累計期間 

第56期 
第２四半期連結

会計期間 

第57期 
第２四半期連結 

会計期間 
第56期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成20年 
７月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成21年 
７月１日 

至平成21年 
９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）  19,244,782  14,967,858  11,490,007  9,047,443  39,009,163

経常利益又は 

経常損失（△）（千円） 
 △249,768  △249,965  525,720  249,114  △114,421

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円） 
 △441,636  △341,358  527,524  253,194  △553,333

純資産額（千円） － － 3,713,768  3,117,494  3,438,693

総資産額（千円） － －  19,007,414  18,900,119  20,831,850

１株当たり純資産額（円） － －  289.72  245.74  265.95

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期（当期）純損失金額（△）

（円） 

 △35.45  △27.42  42.35  20.34  △44.43

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（％） － －  19.0  16.2  15.9

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,342,434  △662,183 － －  1,414,397

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △11,457  82,792 － －  142,803

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △1,086,795  968,921 － －  144,726

現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高（千円） 
－ －  1,477,234  3,324,511  2,934,981

従業員数（人） － －  1,040  1,032  1,037



当第２四半期連結会計期間において、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。 

  

 当第２四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、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であり、契約社員を含んでおります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

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９月30日現在

従業員数（人） 1,032      

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 817      



 当社グループは、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別に記載しております。 

(1) 受注実績 

 当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）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月に集中して計上される傾向にあるため、当社グループの売上高は、第２四半期、第４四半期に集

中、増加する特性があります。 

２．前第２四半期連結会計期間及び当第２四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。 

  

第２【事業の状況】

１【受注及び販売の状況】

事業部門 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

情報通信機器  2,500,426  93.2  3,456,054  66.8

ソリューションサービス                        

ソフトウェアサービス  4,950,720  136.5  7,509,974  117.7

保守サービス  1,221,482  81.8  828,554  91.3

ネットワーク工事  770,048  38.7  451,344  27.9

小計  6,942,251  97.6  8,789,872  98.7

合計  9,442,678  96.4  12,245,926  86.9

事業部門 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

情報通信機器  2,846,817  72.1

ソリューションサービス            

ソフトウェアサービス  3,935,388  93.7

保守サービス  1,411,674  86.1

ネットワーク工事  853,563  50.2

小計  6,200,626  82.2

合計  9,047,443  78.7

相手先 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

富士通株式会社  1,242,571  10.8  1,060,584  11.7



当第２四半期連結会計期間において、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重要な変更はありません。  

  

 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。 

  

 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（当社及び当社の関係会社）が判断

したものであります。 

  

(1)業績の状況  

  当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気低迷の影響により、企業収益や設備投資は大幅

な減少を続け、雇用は極めて厳しい情勢となっているものの、輸出や個人消費に改善傾向が出てきており、景気に

持ち直しの動きが見られております。当情報サービス業界は、企業の収益低迷が長期化していることから、設備投

資に対する意欲は抑制傾向にあり、厳しい経営環境が続いております。  

  こうした環境のなか、当社グループは業績改善実施プランを策定し、アカウントプラン活用による安定収益の確

保、高収益ビジネスへのシフト、営業効率の向上、諸経費全般にわたるコスト削減活動の実行等成長基盤の確立と

利益構造の改革を進めてまいりました。  

  この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、受注高94億42百万円（前年同四半期比96.4％）、売上高90億47

百万円（前年同四半期比78.7％）となりました。  

 利益面につきましては、付加価値の高いビジネスへの集中化および原価削減策により売上高売上原価率が1.1ポイ

ント改善されるとともに、コスト削減による販管費及び一般管理費の減少により営業利益２億45百万円（前年同四

半期は営業利益５億24百万円）、経常利益２億49百万円（前年同四半期は経常利益５億25百万円）となりました。

なお、特別損失67百万円を計上した結果、四半期純利益につきましては、２億53百万円（前年同四半期は四半期純

利益５億27百万円）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、事業の種類別セグメント情報を開示しておりませんので事業部門別に記載しておりま

す。   

  

情報通信機器部門 

 情報通信機器部門におきましては、受注高25億円（前年同四半期比93.2％）、売上高28億46百万円（前年同四

半期比72.1％）となりました。 

  

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69億42百万円（前年同四半期比97.6％）、売上高62億 

円（前年同四半期比82.2％）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49億50百万

円（前年同四半期比136.5％）、売上高39億35百万円（前年同四半期比93.7％）、保守サービスが受注高12億21百

万円（前年同四半期比81.8％）、売上高14億11百万円（前年同四半期比86.1％）、ネットワーク工事が受注高７

億70百万円（前年同四半期比38.7％）、売上高８億53百万円（前年同四半期比50.2％）であります。 

  

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【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

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】



(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、８億62百万円の支出（前年同四

半期連結会計期間は５億79百万円の支出）であり、主に９月売上集中に係る売上債権の増加21億６百万円の支出及

びたな卸資産の減少による５億9百万円の収入、仕入債務の増加による６億52百万円の収入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、２億２百万円の支出（前年同四半期連結会計期間は６百万円の支

出）であり、主に投資有価証券の取得等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、10億76百万円の収入（前年同四半期連結会計期間は77百万円の支

出）であり、主に社債発行による収入によるものであります。 

 これらの結果、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、33億24百万円（前年同

四半期連結会計期間末は14億77百万円）となりました。 

  

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題および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。 

 なお、当社は財務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を定めており、その内容等は

次のとおりであります。  

株式会社の支配に関する基本方針について 

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、株主様をはじめとした当社のステークスホルダーとの信

頼関係を 優先に考え、当社の企業価値を 大化させる者でなければならないと考えております。当社はこの方

針の下、次の取組みを行ってまいります。 

①業績の向上を図り、安定した収益基盤を確立すること 

②大株主である企業との取引関係をより密にし、継続的な信頼関係を構築すること 

③業績を反映した適正な株価形成と、円滑な株式流通を確保するため、ＩＲ活動を強化すること 

④株主優遇策すなわち、株価、配当を財務戦略の重要課題として位置づけること 

⑤不本意な買収に対抗できる企業価値向上のため、経営計画を策定することおよび資本力を強化すること 

⑥良好な労使関係を確立し、持株会の充実を図り従業員の支持を得ること 

 さらに、当社は株主異動状況の定期的な調査、買収提案があった場合の対応手順の作成等、当社株式の大量取

得を行う者が出現した場合に適切な対応を講ずることができるよう努めてまいります。また、具体的な買収防衛

策の導入につきましては、当社の経営状況、法制度や関係当局の判断等の社会状況を注視しながら、検討を継続

してまいりたいと存じます。 

 なお、取締役会としては、上記取組みの具体的な内容からして、株主共同の利益を損なうものではなく、役員

の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 

  

(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 

 当社グループを取り巻く事業環境は、深刻な雇用不安や企業の大幅な収益悪化等の影響により厳しい状況が続い

ております。このような環境のなか、経営成績に重要な影響を与える要因として各種の競争激化があげられます。 

 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、当社グループは自社開発製品を中心とした付加価値の向上に努めるとともに、

運用サポートサービスの業務集約による効率化や、ストックビジネスの拡大による収益の安定化を図りながら、高

収益ビジネスへのシフトを加速させ、経営資源の集中化を図ってまいります。 

  



(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、ソフトウェア等の製造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18億93百万円、長期借入金１億32

百万円、銀行保証付き私募債８億円を本邦内において調達しております。 

 当社グループは、大幅な固定費削減や事業ポートフォリオの見直しによる構造改革および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。 

   

（注） 「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」に記載している金額には、消費税等は

含まれておりません。 

  



(1）主要な設備の状況 

 当第２四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 

 該当事項はありません。 

  

第３【設備の状況】



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。  

  

  

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  47,900,000

計  47,900,000

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成21年11月13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  12,561,219  12,561,219
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 

1,000株  

計  12,561,219  12,561,219 － － 

（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 
（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）

平成21年７月１日～ 

平成21年９月30日 
 －  12,561,219  －  3,654,257  －  272,811



 （注） 上記のほか、自己株式が115千株あります。 

  

（５）【大株主の状況】

  平成21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  14.86

㈱オービック 東京都中央区京橋２－４－15  1,500  11.94

㈱大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内１－９－１  1,277  10.17

大興電子通信従業員持株会 東京都新宿区揚場町２－１  1,090  8.68

㈱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  753  5.99

大興電子通信取引先持株会 東京都新宿区揚場町２－１  543  4.33

興銀リース㈱ 東京都中央区京橋２－３－19  517  4.12

サンテレホン㈱ 東京都中央区日本橋人形町２－26－５  200  1.59

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２  92  0.74

野上 豊 神奈川県綾瀬市  78  0.62

計 －  7,919  63.05



①【発行済株式】 

 （注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式699株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

 （注） 当第２四半期会計期間末日現在における当社所有の自己株式数は、115,699株であります。 

  

【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、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

（６）【議決権の状況】

  平成21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） 

普通株式   115,000
― 

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 

1,000株  

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,171,000  12,171 同上 

単元未満株式 普通株式   275,219 ― 同上 

発行済株式総数  12,561,219 ― ― 

総株主の議決権 ―  12,171 ― 

  平成21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 
 115,000  ─  115,000  0.92

計 ―  115,000       ─  115,000  0.92

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

  
５月 

  
６月 

  
７月 

  
８月 

  
９月 

高（円）  170  200  197  195  175  185

低（円）  149  158  166  163  157  164



  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 

役職の異動 

３【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 

第一営業本部長兼企画推

進本部長（第二営業本

部、名古屋支店、関西支

店、エリア営業本部支

店、ビジネスイノベーシ

ョンセンター分担） 

取締役  

第一営業本部長兼企画推

進本部長（第二営業本

部、名古屋支店、関西支

店、エリア営業本部支店

分担） 

山寺 光 平成21年10月１日 



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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年９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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人

による四半期レビューを受けております。 

 また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。 

 なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっております。 

  

第５【経理の状況】



  

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２四半期連結会計期間末
（平成21年９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 3,443,940 3,054,364

  受取手形及び売掛金 6,485,073 9,124,151

  機器及び材料 14,832 19,772

  仕掛品 ※1  4,614,401 4,366,841

  その他 580,016 391,334

  貸倒引当金 △6,006 △6,136

  流動資産合計 15,132,258 16,950,328

 固定資産 

  有形固定資産 ※2  1,352,171 ※2  1,375,074

  無形固定資産 225,711 142,215

  投資その他の資産 

   投資有価証券 1,558,426 1,416,903

   その他 704,559 1,040,044

   貸倒引当金 △89,348 △92,717

   投資その他の資産合計 2,173,637 2,364,231

  固定資産合計 3,751,520 3,881,521

 繰延資産 16,341 －

 資産合計 18,900,119 20,831,850

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 3,925,903 5,769,946

  短期借入金 1,893,000 1,825,000

  １年内償還予定の社債 265,200 －

  未払法人税等 62,948 89,733

  賞与引当金 435,000 433,100

  製品保証引当金 3,900 5,100

  その他 1,107,934 1,207,766

  流動負債合計 7,693,885 9,330,647

 固定負債 

  社債 534,800 －

  長期借入金 132,000 －

  退職給付引当金 7,241,596 7,892,167

  役員退職慰労引当金 122,038 118,940

  手数料返還引当金 9,000 11,000

  負ののれん 258 516

  その他 49,045 39,884

  固定負債合計 8,088,739 8,062,510

 負債合計 15,782,625 17,393,157



  

（単位：千円）

    
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９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） 

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 △822,947 △481,588

  自己株式 △27,366 △26,636

  株主資本合計 3,076,754 3,418,843

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △18,443 △106,384

  繰延ヘッジ損益 － △1,436

  評価・換算差額等合計 △18,443 △107,821

 新株予約権 － 72,392

 少数株主持分 59,183 55,279

 純資産合計 3,117,494 3,438,693

負債純資産合計 18,900,119 20,831,850



  

（２）【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 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

売上高 ※1  19,244,782 ※1  14,967,858

売上原価 16,151,379 12,291,588

売上総利益 3,093,403 2,676,269

販売費及び一般管理費 ※2  3,340,878 ※2  2,926,117

営業損失（△） △247,475 △249,847

営業外収益 

 受取利息 5,431 2,760

 受取配当金 12,420 10,167

 負ののれん償却額 － 258

 持分法による投資利益 － 15,335

 その他 20,674 11,736

 営業外収益合計 38,526 40,258

営業外費用 

 支払利息 15,285 25,717

 投資事業組合運用損 8,083 11,426

 支払手数料 10,355 －

 その他 7,094 3,232

 営業外費用合計 40,819 40,376

経常損失（△） △249,768 △249,965

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 － 1,627

 新株予約権戻入益 － 81,288

 手数料返還引当金戻入額 4,892 －

 特別利益合計 4,892 82,915

特別損失 

 投資有価証券売却損 370 －

 会員権評価損 9,875 －

 投資有価証券評価損 91,661 67,242

 特別損失合計 101,907 67,242

税金等調整前四半期純損失（△） △346,783 △234,291

法人税、住民税及び事業税 38,648 41,683

法人税等調整額 60,719 60,128

法人税等合計 99,367 101,812

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,514 5,254

四半期純損失（△） △441,636 △341,358



  

【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

   
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日） 

売上高 ※1  11,490,007 ※1  9,047,443

売上原価 9,369,155 7,281,243

売上総利益 2,120,851 1,766,199

販売費及び一般管理費 ※2  1,596,771 ※2  1,520,921

営業利益 524,080 245,278

営業外収益 

 受取利息 3,060 1,281

 受取配当金 3,151 2,386

 負ののれん償却額 － 129

 持分法による投資利益 10,377 20,135

 その他 9,593 7,072

 営業外収益合計 26,183 31,005

営業外費用 

 支払利息 6,948 13,551

 投資事業組合運用損 8,083 11,426

 支払手数料 5,272 －

 その他 4,238 2,192

 営業外費用合計 24,543 27,170

経常利益 525,720 249,114

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 1,611 624

 手数料返還引当金戻入額 3,976 －

 特別利益合計 5,587 624

特別損失 

 会員権評価損 9,875 －

 投資有価証券評価損 89,496 67,242

 特別損失合計 99,371 67,242

税金等調整前四半期純利益 431,936 182,496

法人税、住民税及び事業税 17,526 26,107

法人税等調整額 △123,648 △105,633

法人税等合計 △106,121 △79,526

少数株主利益 10,533 8,827

四半期純利益 527,524 253,194



  

（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 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21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損失（△） △346,783 △234,291

 減価償却費 83,848 49,708

 のれん償却額 709 －

 負ののれん償却額 － △258

 賞与引当金の増減額（△は減少） △89,100 1,900

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,516 △3,498

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,910 3,097

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 145,119 △650,570

 受取利息及び受取配当金 △18,070 △12,927

 支払利息 15,285 25,717

 社債発行費償却 － 673

 持分法による投資損益（△は益） △5,679 △15,335

 投資有価証券売却損益（△は益） 370 －

 投資有価証券評価損益（△は益） 91,661 67,242

 新株予約権戻入益 － △81,288

 会員権評価損 9,875 －

 売上債権の増減額（△は増加） 3,723,503 2,642,890

 たな卸資産の増減額（△は増加） △44,754 △242,187

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,891,480 △1,844,043

 その他 △249,041 △292,982

 小計 1,413,069 △586,155

 利息及び配当金の受取額 18,023 13,648

 利息の支払額 △16,005 △27,293

 法人税等の支払額 △72,653 △62,381

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,342,434 △662,183

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 △1,245 △1,395

 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 △5,635 △2,068

 投資有価証券の取得による支出 △5,512 △112,599

 投資有価証券の売却による収入 4,779 －

 無形固定資産の取得による支出 △9,277 △105,189

 その他 5,433 4,044

 投資活動によるキャッシュ・フロー △11,457 82,792

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 △1,000,000 △100,000

 長期借入れによる収入 － 200,000

 長期借入金の返済による支出 △72,036 －

 リース債務の返済による支出 △11,773 △11,968

 社債の発行による収入 － 782,985

 自己株式の取得による支出 △1,015 △729

 配当金の支払額 △79 △15

 少数株主への配当金の支払額 △1,890 △1,350

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086,795 968,921



  

（単位：千円）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244,180 389,530

現金及び現金同等物の期首残高 1,233,053 2,934,981

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,477,234 ※1  3,324,511



 

  

  

  

  

  

【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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更 請負工事及びソフトウェアの受注制作に係る収益及び費用の計上基準の変更

  請負工事及びソフトウェアの受注制作に係る収益の計上基準について

は、従来、工事完成基準及び検収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以降に着手した請負工事及びソフトウェアの受注制

作のうち、当第２四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もの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、その他については工事完成基準及び検収基準を適

用しております。 

 これにより売上高は15,720千円増加し、営業損失、経常損失及び税金

等調整前四半期純損失は4,870千円減少しております。 

【表示方法の変更】

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

 四半期連結損益計算書   前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「持分法による投資利益」は、営業外収益総額の

100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記するこ

ととしました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その

他」に含まれる「持分法による投資利益」は5,679千円であります。 

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

 棚卸資産の評価方法  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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。 

 固定資産の減価償却費の算定方法  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。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１ 損失の発生が見込まれる請負工事及びソフトウェア

の受注制作に係る仕掛品は、これに対応する受注損

失引当金49,374千円を相殺して表示しております。

───── 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、830,416千円で

あります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、807,169千円で

あります。 



  

  

  

（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 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21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月に集中して計上される傾向にあるため、

当社グループの売上高は、第２四半期、第４四半期

に集中、増加する特性があります。 

※１ 同左 

※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。 

※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。 

従業員給料手当 千円1,441,117

賞与引当金繰入額 千円216,506

退職給付費用 千円181,961

役員退職慰労引当金繰入額 千円17,529

減価償却費 千円32,804

貸倒引当金繰入額 千円16,223

従業員給料手当 千円1,182,551

賞与引当金繰入額 千円203,492

退職給付費用 千円213,233

役員退職慰労引当金繰入額 千円12,067

減価償却費 千円32,570

  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 

至 平成21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月に集中して計上される傾向にあるため、

当社グループの売上高は、第２四半期、第４四半期

に集中、増加する特性があります。 

※１ 同左 

※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。 

※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。 

従業員給料手当 千円614,412

賞与引当金繰入額 千円158,339

退職給付費用 千円88,017

役員退職慰労引当金繰入額 千円8,162

減価償却費 千円16,286

従業員給料手当 千円585,291

賞与引当金繰入額 千円147,736

退職給付費用 千円111,118

役員退職慰労引当金繰入額 千円2,877

減価償却費 千円16,748

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９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９月30日現在） 

※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９月30日現在） 

  

現金及び預金勘定 千円1,786,408

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
千円△309,174

現金及び現金同等物 千円1,477,234

現金及び預金勘定 千円3,443,940

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
千円△119,428

現金及び現金同等物 千円3,324,511



当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式     株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式       株 

３．新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権 

該当事項はありません。 

（注）平成21年６月19日の取締役会決議に基づき、平成21年６月19日付で新株予約権はすべて消却しており

ます。  

４．配当に関する事項 

配当金支払額 

 該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平

成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９

月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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、該当事項はありません。 

   

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平

成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９

月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平

成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９

月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

12,561,219

115,699

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】



１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （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。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９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 245.74円 １株当たり純資産額 265.95円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 35.45円 １株当たり四半期純損失金額 27.42円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、

１株当たり四半期純損失であり、また希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 同左 

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

四半期純損失（△）（千円）  △441,636  △341,358

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）  △441,636  △341,358

期中平均株式数（株）  12,457,667  12,447,534

希薄化効果を有しないため、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） １株当たり四半期純利益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。 

  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 42.35円 １株当たり四半期純利益金額 20.34円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、

希薄化効果を有している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は、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日） 

四半期純利益（千円）  527,524  253,194

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利益（千円）  527,524  253,194

期中平均株式数（株）  12,456,194  12,446,547

希薄化効果を有しないため、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 

           －            － 

（重要な後発事象）

２【その他】



 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】



  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成25年６月24日

大興電子通信株式会社 

取締役会 御中 

  有限責任 あずさ監査法人   

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 宮木 直哉  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 貝塚 真聡  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」に掲げられている大興電子通信

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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る訂正後の

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、大興電子通信株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・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。  

  

追記情報 

 四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に

基づき四半期連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表について四半期レビューを行っ

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 

 ※１.上記は、当社（四半期報告提出会社）が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、その原本は四半期連結財務諸表に添付される形で、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いません。 



  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成25年６月24日

大興電子通信株式会社 

取締役会 御中 

  有限責任 あずさ監査法人   

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 宮木 直哉  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 貝塚 真聡  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」に掲げられている大興電子通信株

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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る訂正後の四

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、大興電子通信株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・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。 

  

追記情報 

 四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に

基づき四半期連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表について四半期レビューを行っ

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 

 ※１.上記は、当社（四半期報告提出会社）が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、その原本は四半期連結財務諸表に添付される形で、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いません。 



  



  

  

 （注） ※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、投資者の縦覧の便宜のため備える

ものであります。 

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年６月24日 

【会社名】 大興電子通信株式会社 

【英訳名】 DAIKO DENSHI TSUSHIN, LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津玉 高秀 

【 高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区揚場町２番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

大興電子通信株式会社 関西支店 

（大阪府大阪市中央区南本町一丁目８番14号） 

※ 大興電子通信株式会社 名古屋支店 

（愛知県名古屋市中区錦一丁目６番５号） 

大興電子通信株式会社 関東支店 

（埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目340番１号） 



 当社代表取締役津玉高秀は、当社の第57期第２四半期（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）の四半期報告

書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】


