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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60期

第３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結

累計期間
第60期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 21,941,219 21,262,555 33,949,239

経常利益又は経常損失（△）（千円） △729,173 △1,633,067 240,149

四半期純損失（△）

又は当期純利益（千円）
△749,653 △1,645,247 108,617

四半期包括利益又は包括利益（千円） △657,994 △1,545,696 390,219

純資産額（千円） 3,089,266 2,589,769 4,137,321

総資産額（千円） 18,382,385 18,332,438 22,455,510

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は１株当たり当期純利益金額（円）
△60.32 △132.46 8.74

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（％） 16.3 13.6 18.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
227,397 △1,202,274 354,495

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△32,110 118,147 △37,562

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
81,507 △67,016 △101,583

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
2,803,505 1,590,917 2,742,060

　

回次
第60期

第３四半期連結
会計期間

第61期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

１株当たり四半期純損失金額（△)

（円）
△69.00 △66.92

　（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。　

４．四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。　
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２【事業の内容】

当第３四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３四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。

（継続企業の前提に関する重要事象等）　

　当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、営業損失16億11百万円（前年同期は営業損失７億23百万

円）、経常損失16億33百万円（前年同期は経常損失７億29百万円）、四半期純損失16億45百万円（前年同期は四半期

純損失７億49百万円）を計上しており、当第３四半期連結会計期間末の利益剰余金は△19億89百万円（前年同期は△

12億２百万円）となっております。また、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は３億54百万円の

プラスとなりましたが、当第３四半期連結累計期間は12億２百万円のマイナスとなり、また、第57期（平成22年３月

期）から第59期（平成24年３月期）までの連結会計年度においても３期連続でマイナスとなっておりました。

　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、「３ 財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載の通り、当該事象又は状況を解消し、改善するための具体的な対応策を

とっていることから、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。

　

２【経営上の重要な契約等】

　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。

　

３【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当社グループが判断したものであります。

(1)業績の状況　

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府、日銀の打ち出した経済対策や金融緩和策を契機とし

た円安・株高が継続し、企業の業績は改善しつつあり、緩やかな回復傾向を維持しました。一方で円安による輸入

原材料や燃料価格の上昇、消費税増税決定に伴う消費マインド減退など、依然として景気の先行きについては楽観

できない状況が続いております。

当情報サービス業界におきましては、業績が改善傾向にある大手企業を中心に設備投資の回復が見られるもの

の、当社の主要顧客層である中堅企業においては、ICT投資に前向きな動きは見られますが、低価格志向や競争激

化等は継続しており、当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しい状況となっております。

こうした環境のなか、当社グループでは、「お客さま第一」と「品質向上」をすべての基本とする経営姿勢の

もと、主要なビジネスパートナーである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受注、販売の促進

に努め、収益向上を目的とした顧客接点増加への活動強化、さらに今後の成長基盤となる、自社開発ソリューショ

ンのチャネルビジネス拡大やクラウドサービス提供などに継続的に取り組み、ソリューションビジネスの事業分野

拡大と新たな市場の創出に向けた施策を進めてまいりました。

一方、平成25年３月期に発覚した当社の一部部門における不適切な会計処理に関する調査に対して、全事業部

門において原価処理の総点検を行ったため、受注活動に停滞が生じ、受注及び売上減少の要因となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高230億８百万円（前年同期比92.4％）、売上高212億62

百万円（前年同期比96.9％）となりました。

利益面につきましては、不適切な会計処理の調査対応に伴う経費増、ソフトウェアビジネスの売上遅延、及び

受注損失引当金を計上したこと等により、営業損失16億11百万円（前年同期は営業損失７億23百万円）、経常損失

16億33百万円（前年同期は経常損失７億29百万円）となりました。

なお、特別利益として投資有価証券売却益44百万円を計上し、特別損失として過年度決算訂正関連費用37百万

円、法人税、住民税及び事業税を計上した結果、四半期純損失につきましては、16億45百万円（前年同期は四半期

純損失７億49百万円）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、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

　情報通信機器部門では、中堅企業のICT投資への慎重姿勢および前連結会計年度に計上した大型商談の反動もあ

り、受注高71億25百万円（前年同期比80.2％）、売上高74億51百万円（前年同期比95.7％）となりました。
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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は、受注高158億83百万円（前年同期比99.1％）、売上高138億11百万円（前年同

期比97.6％）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、公共分野では堅調に推移しまし

たが、民需分野では企業の投資抑制の影響を受け、受注高93億37百万円（前年同期比95.8％）、売上高79億62百万

円（前年同期比92.9％）となりました。また、保守サービスでは、受注高36億８百万円（前年同期比96.8％）、売

上高35億23百万円（前年同期比95.3％）となりました。最後に、ネットワーク工事では、既存顧客を中心に堅調に

推移しており、受注高29億36百万円（前年同期比115.0％）、売上高23億24百万円（前年同期比123.5％）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)キャッシュ・フローの状況

　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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度の期

末残高より11億51百万円減少し、15億90百万円となりました。当第３四半期連結累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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は12億２百万円（前年同期は２億27百万円の増加）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純損失16億26百万円、売上債権の減少による49億88百万円の収入、仕入債務の

減少による19億53百万円の支出及びたな卸資産の増加による19億49百万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）

投資活動の結果、増加した資金は１億18百万円（前年同期は32百万円の減少）となりました。

これは主に投資有価証券の売却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）

財務活動の結果、減少した資金は67百万円（前年同期は81百万円の増加）となりました。

これは主にリース債務の返済によるものであります。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題及び経営者の問題認識と今後の方針について

当第３四半期連結累計期間において、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、当社は財務及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、当社の企業価値を中長期的に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いきます。

・業績の向上を図り、安定した収益基盤を確立すること

・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

・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

・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とともに、財務面の健全性向上・

維持に取組むこと

・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・推進し、成長基盤を確立すること

・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に努めてまいります。

　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

　当第３四半期連結累計期間における研究開発費の金額は31百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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(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、企業収益に改善の動きが見られるものの、一方で円安による輸入原材料や

燃料価格の上昇、消費税増税決定に伴う消費マインド減退など、依然として景気の先行きについては楽観できない

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「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、中長期的な

方向性につきましては、「顧客軸」として、主力市場である中堅民需向けビジネスの深堀を図るとともに、新たな

事業分野へ積極的にビジネス展開を図り、「製品軸」として、自社パッケージソフトウェアの機能強化、販売手法

の見直しによる新たな収益基盤の確立に向けた事業展開を推進してまいります。

　

(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３四半期連結会計期間末現在、短期借入金28億49百万円、長期借入金８億21

百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）、及び銀行保証付き私募債２億54百万円（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。

　当社グループは、経費抑制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。

(7)継続企業の前提に関する重要事象等

 当社グループは、「第２ 事業の状況 １ 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような事象又は状況が当第３四半期連結会計期間において存在しておりますが、経営改善策を実施するこ

とで、安定した収益基盤を確立することに加え、コスト削減策の実行で損益分岐点を引き下げることにより、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。なお、経営改善策の主な内容は以下のと

おりであります。

①安定した収益基盤を確立するための施策

・製販一体の組織で特色あるビジネスを推進することにより事業価値を高めます。

・顧客接点増による「お客さま第一」を継続し、受注と売上を増加します。

・商品・人材・仕事のすべてにおいて徹底的に品質にこだわる経営を進めることで、非効率をなくし利益率を向

上します。

・富士通株式会社グループとの連携強化により既存ビジネスを拡大します。

・自社開発ソリューションを活かした中堅企業向けのクラウドビジネスを確立します。

・手術記録製品、地域連携医療システム等の医療ビジネスに本格参入します。

・マイナンバー実用化に向けた取り組みを開始します。

・駐在員の配置により海外市場の開拓に取り組み、ASEANを始めとして自社開発ソリューションの展開を図りま

す。

・新商品ならびに新サービスの調査、企画、開発を継続するとともに、ベンダーおよびパートナーの開発にも取

り組みます。

②損益分岐点を引き下げる経費削減策

・就業時間の延長を始めとした体質改善活動によりコスト削減を継続します。

・本社及び支店における、事務所賃借料の抑制を継続いたします。

・人員の直間比率を見直し、徹底的に直接部門を支援する体制を整備し運用いたします。
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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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年２月14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】

　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）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

 

（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
（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25年10月１日～

平成25年12月31日
－ 12,561,219 － 3,654,257 － 272,811

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

EDINET提出書類

大興電子通信株式会社(E02683)

四半期報告書

 7/18



（７）【議決権の状況】

　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、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成25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 　　141,000
―

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 　12,172,000 12,172 同上

単元未満株式 普通株式 　 248,219 ― 同上

発行済株式総数 12,561,219 ― ―

総株主の議決権 ― 12,172 ―

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式82株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25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）

大興電子通信株式会社

東京都新宿区

揚場町２－１
141,000 － 141,000 1.12

計 ― 141,000 － 141,000 1.12

　（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、145,298株であります。

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。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、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　　

EDINET提出書類

大興電子通信株式会社(E02683)

四半期報告書

 9/18



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
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,990,175 1,861,738

受取手形及び売掛金
※1 9,567,009 ※1 4,580,125

機器及び材料 4,728 3,251

仕掛品 5,288,740 7,240,192

その他 397,044 425,763

貸倒引当金 △6,000 △4,913

流動資産合計 18,241,697 14,106,157

固定資産

有形固定資産 1,394,617 1,384,867

無形固定資産 182,307 180,155

投資その他の資産

投資有価証券 2,024,831 2,003,130

その他 653,576 701,990

貸倒引当金 △50,205 △48,944

投資その他の資産合計 2,628,202 2,656,175

固定資産合計 4,205,127 4,221,198

繰延資産 8,684 5,081

資産合計 22,455,510 18,332,438

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,290,647 4,336,752

短期借入金 2,574,000 2,849,000

1年内償還予定の社債 197,500 148,000

1年内返済予定の長期借入金 401,200 515,960

未払法人税等 54,293 24,846

賞与引当金 374,100 120,800

製品保証引当金 3,300 3,700

その他 1,552,873 1,416,002

流動負債合計 11,447,914 9,415,062

固定負債

社債 205,500 106,000

長期借入金 548,300 305,520

繰延税金負債 283,505 326,243

退職給付引当金 5,542,831 5,363,218

手数料返還引当金 2,000 3,000

その他 288,136 223,624

固定負債合計 6,870,274 6,327,606

負債合計 18,318,189 15,742,668
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12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 △343,928 △1,989,175

自己株式 △30,498 △31,678

株主資本合計 3,552,641 1,906,214

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 489,575 592,295

その他の包括利益累計額合計 489,575 592,295

少数株主持分 95,104 91,260

純資産合計 4,137,321 2,589,769

負債純資産合計 22,455,510 18,332,438
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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24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高
※1 21,941,219 ※1 21,262,555

売上原価 18,198,075 18,342,641

売上総利益 3,743,144 2,919,914

販売費及び一般管理費 4,466,171 4,531,224

営業損失（△） △723,026 △1,611,309

営業外収益

受取利息 364 1,369

受取配当金 19,336 29,912

助成金収入 9,503 14,341

その他 45,117 25,714

営業外収益合計 74,321 71,338

営業外費用

支払利息 64,872 64,500

その他 15,597 28,595

営業外費用合計 80,469 93,096

経常損失（△） △729,173 △1,633,067

特別利益

投資有価証券売却益 1,460 44,265

特別利益合計 1,460 44,265

特別損失

投資有価証券売却損 0 －

会員権評価損 150 －

過年度決算訂正関連費用 － 37,809

特別損失合計 150 37,809

税金等調整前四半期純損失（△） △727,864 △1,626,611

法人税、住民税及び事業税 24,521 21,804

法人税等合計 24,521 21,804

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △752,385 △1,648,416

少数株主損失（△） △2,732 △3,169

四半期純損失（△） △749,653 △1,645,247
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【四半期連結包括利益計算書】
【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24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △752,385 △1,648,416

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 94,352 102,623

持分法適用会社に対する持分相当額 38 97

その他の包括利益合計 94,390 102,720

四半期包括利益 △657,994 △1,545,696

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △655,262 △1,542,526

少数株主に係る四半期包括利益 △2,732 △3,169
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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24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25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（△） △727,864 △1,626,611

減価償却費 141,741 117,977

賞与引当金の増減額（△は減少） △219,500 △253,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,026 △2,348

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △57,015 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △159,285 △179,613

受取利息及び受取配当金 △19,701 △31,282

支払利息 64,872 64,500

投資有価証券売却損益（△は益） △1,459 △44,265

売上債権の増減額（△は増加） 4,607,594 4,988,205

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,043,223 △1,949,921

仕入債務の増減額（△は減少） △2,231,066 △1,953,894

その他 △59,152 △179,482

小計 302,964 △1,050,037

利息及び配当金の受取額 20,200 31,819

利息の支払額 △66,954 △67,583

法人税等の支払額 △28,813 △34,974

訴訟関連損失の支払額 － △81,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 227,397 △1,202,274

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 △146,300 △298,700

定期預金の払戻による収入 168,000 277,000

有形固定資産の取得による支出 △30,369 △19,215

無形固定資産の取得による支出 △8,149 △50,359

投資有価証券の取得による支出 △25,634 △13,137

投資有価証券の売却による収入 7,761 212,562

その他 2,582 9,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,110 118,147

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 925,000 1,075,000

短期借入金の返済による支出 △934,801 △800,000

長期借入れによる収入 300,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △220,900 △328,020

リース債務の返済による支出 △44,243 △63,141

社債の発行による収入 292,933 －

社債の償還による支出 △236,000 △149,000

自己株式の取得による支出 △481 △1,179

少数株主への配当金の支払額 － △675

財務活動によるキャッシュ・フロー 81,507 △67,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 276,794 △1,151,143

現金及び現金同等物の期首残高 2,526,711 2,742,060

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,803,505 ※1 1,590,917
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形割引高　

 
前連結会計年度

 （平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形割引高 －千円 9,720千円

　

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。　

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形 2,760千円 15,037千円

　

（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24年４月１日 至 平成24年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成25年４月１日 至 平成25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。

　

（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３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

現金及び預金勘定 3,027,320千円 1,861,738千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △223,814 △270,820

現金及び現金同等物 2,803,505 1,590,917

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成25年４月１日　至平成25年12月31日）　

配当に関する事項

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成25年４月１日　至平成25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、セグメント情報については記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 60円32銭 132円46銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 749,653 1,645,247

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金額（千円） 749,653 1,645,247

普通株式の期中平均株式数（株） 12,426,946 12,421,160

　（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  

平成26年２月14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25年４月１日から平成26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25年10月１日から

平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

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。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

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。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。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。

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。

　

監査人の結論

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25年12月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第３四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。

　

利害関係

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（四半期報告書提出会社）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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