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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）純利益金額につきましては、第56期、第56期第３四半期連結累計

期間、第56期第３四半期連結会計期間及び第57期第３四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57期第３

四半期連結会計期間は、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３四半期連結
累計期間 

第57期
第３四半期連結

累計期間 

第56期
第３四半期連結

会計期間 

第57期 
第３四半期連結 

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 
12月31日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高（千円）  25,999,083  20,903,928  6,754,300  5,936,070  39,009,163

経常損失（△）（千円）  △775,630  △1,323,484  △526,197  △1,073,166  △127,447

四半期（当期）純損失（△） 

（千円） 
 △1,278,623  △1,753,773  △827,549  △1,411,127  △563,571

純資産額（千円） － －  2,819,452  1,783,397  3,452,002

総資産額（千円） － －  18,235,956  17,086,944  20,842,159

１株当たり純資産額（円） － －  217.11  137.69  267.02

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円） 
 △102.65  △140.90  △66.45  △113.39  △45.25

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（％） － －  14.8  10.0  16.0

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,215,086  △1,151,704 － －  1,414,397

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △37,574  59,022 － －  142,803

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 130,905  945,608 － －  144,726

現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高（千円） 
－ －  2,541,471  2,787,908  2,934,981

従業員数（人） － －  1,041  1,033  1,037
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当第３四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３四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。 

臨時従業員数は、当第３四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】

４【従業員の状況】

  平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,033   

  平成21年12月31日現在

従業員数（人） 814 （83）  
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 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３四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３四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３四半期連結会計期間及び当第３四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３四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３四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。 

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  1,775,466  91.8  3,691,092  72.7

ソリューションサービス                        

ソフトウェアサービス  3,022,118  100.7  7,986,659  112.5

保守サービス  1,914,856  121.4  1,498,791  139.6

ネットワーク工事  593,860  75.3  439,613  31.8

小計  5,530,834  103.0  9,925,065  103.9

合計  7,306,301  100.0  13,616,157  93.0

事業部門 販売高（千円） 前年同四半期比(％)

情報通信機器  1,540,427  75.8

ソリューションサービス            

ソフトウェアサービス  2,545,432  111.3

保守サービス  1,244,619  88.2

ネットワーク工事  605,590  59.2

小計  4,395,642  93.1

合計  5,936,070  87.9

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

富士通株式会社  466,688  6.9  624,693  10.5

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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府主導の景気対策による下支えや新興国への輸出増など一

部で回復の兆候が見られるものの、民間需要は弱含みの状態が続いており、設備投資や雇用情勢は依然として低位

で推移していることから、本格的な景気回復には至っておりません。 

 当情報サービス業界においては企業業績の回復に合わせ、大手企業の一部では設備投資に復調の兆しが見え始め

ましたが、当社グループの主要顧客層である中堅中小企業では業績回復の遅れを背景とした投資の抑制と先送りの

傾向が続くなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しさを増しております。 

 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が、当第３四半期連結会計期間の業績は、受注高73億６百万円（前年同四半

期比100.0％）、売上高59億36百万円（前年同四半期比87.9％）の減収となりました。 

 利益面につきましては、売上減少による売上総利益の低下に加え、SI不採算プロジェクトおよび将来の損失可能

性を見積評価したことによる仕掛品評価損失５億45百万円を計上いたしました。これにより、営業損失10億81百万

円（前年同四半期は営業損失５億29百万円）、経常損失10億73百万円（前年同四半期は経常損失５億26百万円）と

なりました。なお、当期の業績を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に見直したことにより、当第３四半期

決算において繰延税金資産を取崩し、２億92百万円を法人税等調整額として計上したほか、法人税、住民税及び事

業税ならびに過年度法人税等を計上した結果、四半期純損失につきましては、14億11百万円（前年同四半期は四半

期純損失８億27百万円）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、企業の投資抑制とデフレによる価格競争激化により、受注高17億75百万円

（前年同四半期比91.8％）、売上高15億40百万円（前年同四半期比75.8％）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55億30百万円（前年同四半期比103.0％）、売上高43億 

95百万円（前年同四半期比93.1％）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30億

22百万円（前年同四半期比100.7％）、売上高25億45百万円（前年同四半期比111.3％）、保守サービスが受注高

19億14百万円（前年同四半期比121.4％）、売上高12億44百万円（前年同四半期比88.2％）となりましたが、ネッ

トワーク工事につきましては、金融・証券分野の大幅な投資抑制により、受注高５億93百万円（前年同四半期比

75.3％）、売上高６億５百万円（前年同四半期比59.2％）と大きく減少いたしました。 

  

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)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、４億89百万円の支出（前年同四

半期連結会計期間は１億27百万円の支出）であり、主に税金等調整前四半期純損失10億83百万円、売上債権の減少

による19億63百万円の収入、たな卸資産の増加による７億95百万円の支出及び仕入債務の減少による４億65百万円

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、23百万円の支出（前年同四半期連結会計期間は26百万円の支出）で

あり、主にソフトウェア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、23百万円の支出（前年同四半期連結会計期間は12億17百万円の収

入）であり、主に長期借入金の返済によるものであります。 

 これらの結果、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」の残高は、27億87百万円（前年同

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】
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四半期連結会計期間末は25億41百万円）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３四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

頼関係を最優先に考え、当社の企業価値を最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、長期化する景気低迷や深刻な雇用情勢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３四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１億15

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。 

  

6



(1）主要な設備の状況 

 当第３四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】
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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。 

  

  

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

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３四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成21年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12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10月１日～ 

平成21年12月31日 
 －  12,561,219  －  3,654,257  －  272,811

（５）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、平成21年９月30日現在の株主名簿による記載をしております。 

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３四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、116,520株であります。 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

 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 

（６）【議決権の状況】

  平成21年12月31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12月31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 

  
10月 

  
11月 

  
12月 

最高（円）  170  200  197  195  175  185  178  172  180

最低（円）  149  158  166  163  157  164  141  157  161

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
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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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年12月31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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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。 

  

第５【経理の状況】
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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 2,910,437 3,054,364

受取手形及び売掛金 ※3  4,523,962 9,124,151

機器及び材料 14,209 19,772

仕掛品 ※1  5,419,670 4,377,362

その他 361,298 391,123

貸倒引当金 △7,625 △6,136

流動資産合計 13,221,953 16,960,638

固定資産   

有形固定資産 ※2  1,347,516 ※2  1,375,074

無形固定資産 244,489 142,215

投資その他の資産   

投資有価証券 1,642,148 1,416,903

その他 704,561 1,040,044

貸倒引当金 △88,648 △92,717

投資その他の資産合計 2,258,061 2,364,231

固定資産合計 3,850,068 3,881,521

繰延資産 14,923 －

資産合計 17,086,944 20,842,159

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,460,488 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 31,602 86,733

賞与引当金 149,500 433,100

製品保証引当金 3,400 5,100

その他 1,225,316 1,207,766

流動負債合計 7,028,506 9,327,647

固定負債   

社債 534,800 －

長期借入金 115,000 －

退職給付引当金 7,357,202 7,892,167

役員退職慰労引当金 124,515 118,940

手数料返還引当金 10,000 11,000

負ののれん 129 516

その他 133,394 39,884

固定負債合計 8,275,040 8,062,510

負債合計 15,303,547 17,390,157
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（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) 

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 △2,222,052 △468,279

自己株式 △27,507 △26,636

株主資本合計 1,677,507 3,432,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,033 △106,384

繰延ヘッジ損益 － △1,436

評価・換算差額等合計 36,033 △107,821

新株予約権 － 72,392

少数株主持分 69,856 55,279

純資産合計 1,783,397 3,452,002

負債純資産合計 17,086,944 20,842,159
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（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 ※1  25,999,083 ※1  20,903,928

売上原価 21,832,096 17,837,288

売上総利益 4,166,987 3,066,640

販売費及び一般管理費 ※2  4,943,858 ※2  4,398,398

営業損失（△） △776,871 △1,331,758

営業外収益   

受取利息 7,290 3,326

受取配当金 19,030 16,831

負ののれん償却額 － 387

持分法による投資利益 17,824 21,955

その他 18,690 26,107

営業外収益合計 62,834 68,608

営業外費用   

支払利息 22,544 39,911

投資事業組合運用損 － 11,426

支払手数料 15,532 －

固定資産除却損 9,724 1,178

その他 13,792 7,817

営業外費用合計 61,593 60,334

経常損失（△） △775,630 △1,323,484

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 692

新株予約権戻入益 － 81,288

手数料返還引当金戻入額 4,877 －

特別利益合計 4,877 81,981

特別損失   

投資有価証券売却損 370 －

会員権評価損 12,075 －

投資有価証券評価損 118,379 76,117

固定資産評価損 － ※3  1,203

特別損失合計 130,824 77,321

税金等調整前四半期純損失（△） △901,578 △1,318,824

法人税、住民税及び事業税 53,151 50,102

過年度法人税等 － 15,969

法人税等調整額 328,038 352,949

法人税等合計 381,189 419,021

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,144 15,927

四半期純損失（△） △1,278,623 △1,753,773
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 ※1  6,754,300 ※1  5,936,070

売上原価 5,675,813 5,544,412

売上総利益 1,078,487 391,657

販売費及び一般管理費 ※2  1,608,349 ※2  1,473,215

営業損失（△） △529,861 △1,081,558

営業外収益   

受取利息 1,858 565

受取配当金 6,609 6,664

負ののれん償却額 － 129

持分法による投資利益 12,145 6,619

その他 3,823 14,370

営業外収益合計 24,437 28,349

営業外費用   

支払利息 7,258 14,193

支払手数料 5,176 －

固定資産除却損 7,452 315

その他 886 5,449

営業外費用合計 20,773 19,957

経常損失（△） △526,197 △1,073,166

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,239 －

特別利益合計 5,239 －

特別損失   

会員権評価損 2,200 －

投資有価証券評価損 26,717 8,875

固定資産評価損 － ※3  1,203

特別損失合計 28,917 10,079

税金等調整前四半期純損失（△） △549,875 △1,083,245

法人税、住民税及び事業税 14,503 8,419

過年度法人税等 － 15,969

法人税等調整額 262,799 292,821

法人税等合計 277,303 317,209

少数株主利益 370 10,672

四半期純損失（△） △827,549 △1,411,127
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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損失（△） △901,578 △1,318,824

減価償却費 111,460 73,128

のれん償却額 580 －

負ののれん償却額 － △387

賞与引当金の増減額（△は減少） △403,200 △283,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,159 △2,580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,747 5,574

退職給付引当金の増減額（△は減少） 234,559 △534,965

受取利息及び受取配当金 △26,539 △20,157

支払利息 22,544 39,911

持分法による投資損益（△は益） △17,824 △21,955

固定資産除却損 9,724 1,178

固定資産評価損 － 1,203

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） 118,379 76,117

会員権評価損 12,075 －

新株予約権戻入益 － △81,288

売上債権の増減額（△は増加） 6,849,447 4,606,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,616,739 △1,036,518

仕入債務の増減額（△は減少） △3,025,180 △2,309,458

その他 △46,359 △221,761

小計 1,312,133 △1,028,058

利息及び配当金の受取額 25,858 20,365

利息の支払額 △23,534 △39,301

法人税等の支払額 △99,370 △104,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,215,086 △1,151,704

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 △21,854 △3,145

定期預金の払戻による収入 － 301,000

投資有価証券の取得による支出 △5,706 △112,783

投資有価証券の売却による収入 4,779 －

有形固定資産の取得による支出 △5,635 △2,068

無形固定資産の取得による支出 △16,844 △134,452

その他 7,686 10,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,574 59,022
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（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) 

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 1,225,000 100,000

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 △72,686 △17,000

リース債務の返済による支出 △17,984 △18,136

社債の発行による収入 － 782,985

自己株式の取得による支出 △1,453 △871

配当金の支払額 △80 △19

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 130,905 945,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,308,418 △147,073

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  2,541,471 ※1  2,787,908
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【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） 

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112,547千円増加し、営業損失、経常損失及び税金

等調整前四半期純損失は9,661千円減少しております。 

【表示方法の変更】

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） 

四半期連結損益計算書   前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「投資事業組合運用損」は、営業外費用総額の100

分の20を超えたため、当第３四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３四半期連結累計期間の営業外費用の「その

他」に含まれる「投資事業組合運用損」は8,083千円であります。 

【簡便な会計処理】

  
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） 

 棚卸資産の評価方法  当第３四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。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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 
（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521,294千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、844,369千円で

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。 

※３  第３四半期連結会計期間末日満期手形 

第３四半期連結会計期間末日満期手形は、手形交換

日をもって決済処理をしております。なお、当第３

四半期連結会計期間末日は金融機関の休日であった

ため、第３四半期連結会計期間末日満期手形が以下

の科目に含まれております。 

受取手形 千円 82,474

───── 

（四半期連結損益計算書関係）

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） 

※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2,381,014

賞与引当金繰入額 千円56,372

退職給付費用 千円272,411

役員退職慰労引当金繰入額 千円25,692

減価償却費 千円49,004

貸倒引当金繰入額 千円10,983

従業員給料手当 千円2,024,491

賞与引当金繰入額 千円69,257

退職給付費用 千円323,500

役員退職慰労引当金繰入額 千円14,544

減価償却費 千円48,753

───── ※３ 固定資産評価損の内容は次のとおりであります。 

  ソフトウェア 千円1,203
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当第３四半期連結会計期間末（平成21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） 

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３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31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723,390

賞与引当金繰入額 千円56,372

退職給付費用 千円90,449

役員退職慰労引当金繰入額 千円8,162

減価償却費 千円16,199

従業員給料手当 千円638,447

賞与引当金繰入額 千円69,257

退職給付費用 千円110,267

役員退職慰労引当金繰入額 千円2,476

減価償却費 千円16,183

───── ※３ 固定資産評価損の内容は次のとおりであります。 

  ソフトウェア 千円1,203

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※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12月31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12月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 千円2,871,254

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
千円△329,783

現金及び現金同等物 千円2,541,471

現金及び預金勘定 千円2,910,437

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
千円△122,528

現金及び現金同等物 千円2,787,908

（株主資本等関係）

12,561,219

116,520
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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自平

成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第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） 

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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自平

成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第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がないため、該当事項はありません。  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自平

成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第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。 

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。 

  

（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株当たり情報）

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 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 137.69円 １株当たり純資産額 267.02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） 

１株当たり四半期純損失金額 102.65円 １株当たり四半期純損失金額 140.90円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、

潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であ

る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、

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。 

  
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） 

四半期純損失（△）（千円）  △1,278,623  △1,753,773

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）  △1,278,623  △1,753,773

期中平均株式数（株）  12,456,360  12,446,693

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 

           －            － 
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 （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。 

  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純損失金額 66.45円 １株当たり四半期純損失金額 113.39円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、

潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であ

る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、

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３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

四半期純損失（△）（千円）  △827,549  △1,411,127

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）  △827,549  △1,411,127

期中平均株式数（株）  12,453,624  12,444,929

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】
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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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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年２月13日

大興電子通信株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 若林 博史  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 小林 雅彦  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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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、大興電子通信株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

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。 

 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。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月12日

大興電子通信株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 若林 博史  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 小林 雅彦  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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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、大興電子通信株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

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。 

 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。 
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 （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22年２月12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 高橋 正道 

【最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19番24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錦町682番地の２） 
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 当社代表取締役社長高橋正道は、当社の第57期第３四半期（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）の四半期

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】
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