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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74期

第３四半期累計期間
第75期

第３四半期累計期間
第74期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 2,904,226 2,766,118 4,516,451

経常損失(△) (千円) △222,020 △251,027 △15,044

四半期(当期)純損失(△) (千円) △237,159 △262,127 △36,772

持分法を適用した場合の
投資利益又は投資損失(△)

(千円) 3,989 △21,007 29,883

資本金 (千円) 1,310,825 1,310,825 1,310,825

発行済株式総数 (株) 8,744,091 8,744,091 8,744,091

純資産額 (千円) 2,412,021 2,269,784 2,610,520

総資産額 (千円) 4,670,247 4,418,861 5,101,036

１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △27.93 △31.92 △4.33

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 51.6 51.4 51.2

　

回次
第74期

第３四半期会計期間
第75期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期
純損失金額(△)

(円) △11.52 △12.51

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、財政状態、経営成績の異常な変動等又は、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ない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。

　

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】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による停滞から脱し、緩やかな回

復傾向にあるものの、欧州債務問題を契機とした世界経済の減速や円高の進行、株価の低迷など、依然と

して先行き不透明な状況で推移した。

　このような経営環境のもと、当社は永年にわたる情報・通信の事業実績で培った豊富な経験と技術に裏

付けられた品質とともに市場ニーズに適合したソリューションビジネスを展開してきた。

　この結果、当第３四半期累計期間における売上高は27億66百万円(前年同四半期比4.8％減)となり、営業

損失は２億68百万円(前年同四半期は営業損失２億41百万円)、経常損失は２億51百万円(前年同四半期は

経常損失２億22百万円)となった。四半期純損失については、２億62百万円(前年同四半期は四半期純損失

２億37百万円)となった。

　セグメント別の業績は、次のとおりである。

①　建設事業

大手・中堅企業のＩＣＴソリューション関連設備工事等がやや計画を下回って推移したことによ

り、完成工事高は21億97百万円(前年同四半期比3.0％増)、営業損失は１億63百万円(前年同四半期は営

業損失１億71百万円)となった。

②　情報システム事業

独立行政法人を中心とした公会計システムや社会福祉システム等が計画を下回って推移したため、

売上高は５億17百万円(前年同四半期比28.0％減)、営業損失は１億30百万円(前年同四半期は営業損失

94百万円)となった。

③　不動産賃貸事業

不動産賃貸事業については計画どおりに推移したことにより、売上高は50百万円(前年同四半期比

0.8％減)、営業利益は24百万円(前年同四半期比6.8％増)となった。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末の総資産は44億18百万円となり、前事業年度末と比較して６億82百万円減少

した。これは主に、完成工事未収入金が４億31百万円、売掛金が２億37百万円減少したこと等による。

　当第３四半期会計期間末の負債は21億49百万円となり、前事業年度末と比較して３億41百万円減少し

た。これは主に、工事未払金が１億42百万円、買掛金が１億26百万円、短期借入金が75百万円減少したこと

等による。

　当第３四半期会計期間末の純資産は22億69百万円となり、前事業年度末と比較して３億40百万円減少し

た。これは主に、自己株式が61百万円増加し、利益剰余金が２億62百万円減少したこと等による。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はない。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期累計期間において、研究開発は行われていない。
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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 26,850,000

計 26,850,000

　

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23年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24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 8,744,091 8,744,091
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は
1,000株である。

計 8,744,091 8,744,091― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(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】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(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23年10月１日～
平成23年12月31日

─ 8,744,091 ─ 1,310,825 ─ 328,000

　

(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、記載事項はない。
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(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23年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしている。

① 【発行済株式】

平成23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　717,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

7,961,000
7,961 ―

単元未満株式
普通株式

66,091
― ―

発行済株式総数 8,744,091 ― ―

総株主の議決権 ― 7,961 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23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)
神田通信機株式会社

東京都千代田区神田富山
町24番地

717,000― 717,000 8.20

計 ― 717,000― 717,000 8.20

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
（経理部長）

取締役
（経理部長兼社内システム

推進部長）
高　橋　昌　弘 平成23年９月21日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて作成している。

　

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３四半期会計期間(平成23年10月１日から

平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けている。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社を有していないので、四半期連結財務諸表を作成していない。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,192,032 992,625

受取手形 ※１
 51,700

※１
 77,874

完成工事未収入金 752,931 321,611

売掛金 301,891 64,631

未成工事支出金 153,082 309,956

仕掛品 51,021 107,674

材料貯蔵品 2,713 1,740

その他 88,269 92,206

貸倒引当金 △930 △7,777

流動資産合計 2,592,712 1,960,542

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 473,093 451,064

土地 1,520,934 1,520,934

その他（純額） 11,602 8,241

有形固定資産合計 2,005,631 1,980,241

無形固定資産 9,290 9,118

投資その他の資産

投資有価証券 314,749 293,825

その他 190,578 190,000

貸倒引当金 △11,926 △14,867

投資その他の資産合計 493,401 468,958

固定資産合計 2,508,323 2,458,318

資産合計 5,101,036 4,418,861
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 193,322 238,873

工事未払金 528,933 386,867

買掛金 185,688 59,188

短期借入金 265,000 190,000

未払法人税等 19,894 12,201

賞与引当金 105,100 32,800

その他 273,196 324,913

流動負債合計 1,571,136 1,244,845

固定負債

退職給付引当金 751,109 743,690

その他 168,270 160,540

固定負債合計 919,379 904,231

負債合計 2,490,515 2,149,077

純資産の部

株主資本

資本金 1,310,825 1,310,825

資本剰余金 1,087,084 1,087,084

利益剰余金 297,690 35,562

自己株式 △67,824 △129,079

株主資本合計 2,627,775 2,304,392

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17,255 △34,608

評価・換算差額等合計 △17,255 △34,608

純資産合計 2,610,520 2,269,784

負債純資産合計 5,101,036 4,418,861

EDINET提出書類

神田通信機株式会社(E00182)

四半期報告書

 9/16



(2)【四半期損益計算書】
　【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 2,904,226 2,766,118

売上原価 2,293,306 2,188,826

売上総利益 610,919 577,291

販売費及び一般管理費 852,684 846,020

営業損失（△） △241,765 △268,728

営業外収益

受取配当金 9,740 9,799

受取手数料 9,070 7,130

その他 5,710 4,908

営業外収益合計 24,522 21,837

営業外費用

支払利息 4,290 3,811

その他 486 325

営業外費用合計 4,777 4,137

経常損失（△） △222,020 △251,027

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,110 －

特別損失合計 4,110 －

税引前四半期純損失（△） △226,131 △251,027

法人税、住民税及び事業税 11,028 11,099

法人税等調整額 － －

法人税等合計 11,028 11,099

四半期純損失（△） △237,159 △262,127
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【継続企業の前提に関する事項】

　該当事項なし。

　
【会計方針の変更等】

　該当事項なし。

　
【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項なし。

　
【追加情報】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

　第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用している。

(法人税率の変更等による影響)

　平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法人税率

等が変更されることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率が、

従来の40.6％から35.6％に段階的に変更されるが、この法定実効税率の変動による損益への影響はない。

　
【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１　四半期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している。

なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

が、四半期会計期間末残高に含まれている。

　

　
前事業年度

(平成23年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

受取手形 ― 2,748千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期累

計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

　

　
前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 29,925千円 27,055千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 25,478 3 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項なし。

　
３．株主資本の著しい変動

該当事項なし。

当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項なし。

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項なし。

　

３．株主資本の著しい変動

自己株式の取得

当社は、平成23年７月４日開催の取締役会において、会社法165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株を取得することを決議し、平成23年７月５日に当該取得

を実施した。これらの結果、当第３四半期累計期間において自己株式が61,255千円増加し、当第３四半

期会計期間末における自己株式は129,079千円となっている。

　

(持分法損益等)

　
前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

関連会社に対する投資の金額 2,000千円 2,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額 193,399千円 196,686千円

持分法を適用した場合の投資利益
又は投資損失(△)の金額

3,989千円 △21,007千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

報告セグメント

合計(千円)建設事業
(千円)

情報システム事業
(千円)

不動産賃貸事業
(千円)

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,133,795 719,537 50,893 2,904,226

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─

計 2,133,795 719,537 50,893 2,904,226

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△171,144 △94,012 23,391 △241,765

(注)　セグメント損失の合計は、四半期損益計算書の営業損失と一致している。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項)

該当事項なし。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。

　

Ⅱ  当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

報告セグメント

合計(千円)建設事業
(千円)

情報システム事業
(千円)

不動産賃貸事業
(千円)

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,197,805 517,808 50,504 2,766,118

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─

計 2,197,805 517,808 50,504 2,766,118

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△163,161 △130,554 24,987 △268,728

(注)　セグメント損失の合計は、四半期損益計算書の営業損失と一致している。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項)

該当事項なし。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項なし。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 27円93銭 31円92銭

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額(千円) 237,159 262,127

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金額(千円) 237,159 262,127

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,491 8,211

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載していない。

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。

　

２ 【その他】

該当事項なし。
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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24年２月14日

神田通信機株式会社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    石　田　勝　也    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    横　内　龍　也    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」に掲げられている神田
通信機株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第75期事業年度の第３四半期会計期間(平

成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31
日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益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財務諸表の作成基準に準拠して四半
期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
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財務諸表の作成基準に準拠して、神田通信機株式会社の平成23年12月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績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
　

 

(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)が別途保管している。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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