
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年11月10日

【四半期会計期間】 第64期第２四半期（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30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　　松山　晃一郎

【本店の所在の場所】 東京都新宿区揚場町２番１号

【電話番号】 03(3266)8111（代表）

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部長　　大西　浩

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区揚場町２番１号

【電話番号】 03(3266)8111（代表）

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部長　　大西　浩

【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）

 

　（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。

 

EDINET提出書類

大興電子通信株式会社(E02683)

四半期報告書

 1/18



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63期

第２四半期
連結累計期間

第64期
第２四半期
連結累計期間

第63期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 14,306,601 14,666,030 30,700,648

経常利益又は経常損失（△） （千円） 30,158 △53,272 436,643

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） △14,697 95,416 379,914

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 51,847 △8,281 437,690

純資産額 （千円） 2,511,674 2,850,790 2,859,270

総資産額 （千円） 18,937,526 18,284,996 20,410,692

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） △1.18 7.69 30.63

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － 6.96 28.27

自己資本比率 （％） 12.9 15.6 14.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 158,406 △1,639,210 455,720

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 75,925 △24,720 △10,005

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △94,437 △5,367 294,912

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 3,147,891 2,079,326 3,748,626

 

回次
第63期

第２四半期
連結会計期間

第64期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 28.83 36.38

　（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．第63期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

 

 

２【事業の内容】

当第２四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２四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。

 

２【経営上の重要な契約等】

　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。

 

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２四半期連結累計期間における我が国経済は、消費増税再延期、雇用・所得状勢の改善などから、ゆるやか

な景気の持ち直しが期待される反面、新興国経済の減速、英国の欧州連合からの離脱、円高基調の継続などにより

依然として先行きが不透明な状況のまま推移しました。

　当情報サービス業界におきましても、ＩｏＴやＡＩ（人工知能）などへの注目度が上がる反面、民需分野では企

業規模の大小を問わずＩＣＴへの取組みに対し投資意欲が消極化する傾向が続いております。

　こうした環境のなか、当社グループは「お客さま第一」の方針のもと、「品質向上」への継続的な取組みによ

り、顧客満足度の高いサービスの提供に努めてまいりました。

　具体的な施策としては、お客さまの経営課題の解決をご支援するために、作業効率化支援ツールやオフィスの移

転・リニューアルの支援サービスなどの新しいビジネスに取組むとともに、自社商品である個別受注型生産管理シ

ステムの機能拡張版に加え、専門店・アパレル向け販売管理システムのリリースを行いました。また、工事ビジネ

スの設計、見積などの業務集中化、システム商談の勝率アップを目的とした管理手法の刷新など、仕事の品質の向

上に向けた取組みを継続しました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高154億64百万円（前年同期比97.0％）、売上高146億66百

万円（前年同期比102.5％）となりました。

　利益面につきましては、一部子会社や関連会社の減益により、営業損失10百万円（前年同期は営業利益29百万

円）、経常損失53百万円（前年同期は経常利益30百万円）となりました。

　また、法人税、住民税及び事業税ならびに法人税等調整額を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益

につきましては、95百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失14百万円）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、中堅企業層の顧客を中心とした情報化投資に対する厳しい選別傾向は変わらず、受注

高45億26百万円（前年同期比81.8％）と減少しましたが、大型案件の売上や富士通株式会社および同社グループ

との連携強化により、売上高は、53億44百万円（前年同期比116.3％）と大幅に増加しました。

 

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では、受注高109億38百万円（前年同期比105.1％）、売上高93億21百万円（前年

同期比96.0％）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、公共分野のソフトウェア開

発における検収の延伸などにより、売上高は、54億46百万円（前年同期比90.6％）と減少しました。また、保守

サービスでは、単価下落の影響は残るものの、保守契約が未締結であった既存顧客に対する契約促進により、売

上高は、25億58百万円（前年同期比105.8％）と増加しました。ネットワーク工事では、既存顧客を中心に堅調に

案件拡大が図れたことにより、売上高は、13億16百万円（前年同期比102.9％）と増加しました。

 

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

月に集中する傾向にあるため、当社グループの売上高および利益は、第２四半期、第４四半期に増加する特性があ

ります。
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(2)キャッシュ・フローの状況

　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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度の期末

残高より16億69百万円減少し、20億79百万円となりました。当第２四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、16億39百万円の減少（前年同期は１億58百万円の増加）となりました。

これは主に仕入債務の減少による18億69百万円の支出によるものであります。なお、仕入債務の減少の主な要因

は、一部仕入先に対する支払サイトの変更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、24百万円の減少（前年同期は75百万円の増加）となりました。

これは主に無形固定資産の取得による支出であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、５百万円の減少（前年同期は94百万円の減少）となりました。

これは主にリース債務の返済による支出であります。

(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２四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

　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。

 

(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２四半期連結会計期間末現在、短期借入金31億50百万円、長期借入金９億51

百万円（1年内返済予定の長期借入金を含む。）及び転換社債型新株予約権付社債２億円を調達しております。

　当社グループは、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。
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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２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月10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28年７月28日 － 12,561,219 △1,785,188 1,869,068 △272,811 －

　（注）　平成28年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成28年７月28日付けで、資本金1,785,188千円及び

資本準備金272,811千円を減少し、欠損填補を行っております。
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（６）【大株主の状況】

  平成28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 1,029 8.20

㈱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

興銀リース㈱ 東京都港区虎ノ門１－２－６ 517 4.12

大興電子通信取引先持株会 東京都新宿区揚場町２－１ 453 3.61

サンテレホン㈱ 東京都中央区八丁堀４－５－４ 200 1.59

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 92 0.74

三上繁 神奈川県横浜市 76 0.61

計 － 7,766 61.83

　（注）　上記のほか、自己株式が160千株あります。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28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　　　160,000
―

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　 12,174,000 12,174 同上

単元未満株式 普通株式　　　227,219 ― 同上

発行済株式総数 12,561,219 ― ―

総株主の議決権 ― 12,174 ―

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式706株が含まれております。
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②【自己株式等】

平成28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
160,000 ― 160,000 1.27

計 ― 160,000 ― 160,000 1.27

　（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、160,706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）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、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

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

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,939,260 2,272,365

受取手形及び売掛金 7,442,662 7,039,389

機器及び材料 14,199 4,138

仕掛品 3,990,998 4,047,891

その他 536,285 671,316

貸倒引当金 △2,893 △2,242

流動資産合計 15,920,512 14,032,858

固定資産   

有形固定資産 1,314,952 1,288,557

無形固定資産 218,978 212,780

投資その他の資産   

投資有価証券 2,098,595 1,888,620

退職給付に係る資産 430,480 434,830

その他 485,636 522,325

貸倒引当金 △63,191 △98,634

投資その他の資産合計 2,951,520 2,747,141

固定資産合計 4,485,451 4,248,480

繰延資産 4,728 3,658

資産合計 20,410,692 18,284,996

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,870,964 4,001,096

短期借入金 3,561,800 3,150,400

1年内返済予定の長期借入金 317,040 440,220

未払法人税等 86,847 57,115

賞与引当金 312,200 348,600

製品保証引当金 2,900 3,000

その他 1,415,634 1,300,125

流動負債合計 11,567,386 9,300,557

固定負債   

新株予約権付社債 200,000 200,000

長期借入金 195,310 510,950

退職給付に係る負債 4,954,522 4,913,390

繰延税金負債 438,000 335,791

その他 196,202 173,516

固定負債合計 5,984,035 6,133,648

負債合計 17,551,422 15,434,206
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,654,257 1,869,068

資本剰余金 305,789 32,978

利益剰余金 △1,617,567 535,848

自己株式 △34,035 △34,234

株主資本合計 2,308,442 2,403,661

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 681,119 550,162

退職給付に係る調整累計額 △133,811 △106,413

その他の包括利益累計額合計 547,308 443,748

非支配株主持分 3,518 3,380

純資産合計 2,859,270 2,850,790

負債純資産合計 20,410,692 18,284,996
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 ※１ 14,306,601 ※１ 14,666,030

売上原価 11,441,404 11,720,396

売上総利益 2,865,196 2,945,633

販売費及び一般管理費 ※２ 2,835,370 ※２ 2,955,869

営業利益又は営業損失（△） 29,825 △10,236

営業外収益   

受取利息 572 352

受取配当金 15,000 15,324

助成金収入 3,354 13,460

持分法による投資利益 15,586 －

その他 23,014 11,535

営業外収益合計 57,528 40,672

営業外費用   

支払利息 43,342 45,400

持分法による投資損失 － 14,079

支払手数料 7,000 18,047

その他 6,854 6,181

営業外費用合計 57,196 83,709

経常利益又は経常損失（△） 30,158 △53,272

特別利益   

投資有価証券売却益 165 736

特別利益合計 165 736

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
30,323 △52,536

法人税、住民税及び事業税 31,864 38,206

法人税等調整額 11,387 △186,021

法人税等合計 43,252 △147,815

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,929 95,278

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
1,768 △137

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△14,697 95,416
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【四半期連結包括利益計算書】

【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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,929 95,278

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 27,654 △130,945

退職給付に係る調整額 33,577 27,397

持分法適用会社に対する持分相当額 3,544 △12

その他の包括利益合計 64,776 △103,560

四半期包括利益 51,847 △8,281

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 50,078 △8,143

非支配株主に係る四半期包括利益 1,768 △137
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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２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28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利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
30,323 △52,536

減価償却費 49,376 63,354

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,800 36,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,234 34,792

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △36,060 △28,542

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 83,079 3,049

受取利息及び受取配当金 △15,573 △15,677

支払利息 43,342 45,400

持分法による投資損益（△は益） △15,586 14,079

投資有価証券売却損益（△は益） △165 △736

売上債権の増減額（△は増加） 2,096,058 364,937

たな卸資産の増減額（△は増加） △153,499 △46,831

仕入債務の増減額（△は減少） △435,879 △1,869,867

その他 △1,247,438 △88,601

小計 417,542 △1,540,777

利息及び配当金の受取額 16,178 16,822

利息の支払額 △43,478 △42,809

法人税等の支払額 △37,236 △72,446

特別退職金の支払額 △194,600 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 158,406 △1,639,210

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 △71,400 △202,400

定期預金の払戻による収入 157,500 200,000

有形固定資産の取得による支出 △1,027 △820

無形固定資産の取得による支出 △22,491 △23,783

投資有価証券の取得による支出 △798 △831

投資有価証券の売却による収入 11,743 911

その他 2,399 2,204

投資活動によるキャッシュ・フロー 75,925 △24,720

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 565,000 2,150,000

短期借入金の返済による支出 △823,482 △2,561,400

長期借入れによる収入 250,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △163,140 △411,180

リース債務の返済による支出 △30,018 △32,589

社債の償還による支出 △57,000 －

自己株式の取得による支出 △573 △198

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△28,800 －

新株予約権付社債の発行による収入 193,575 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,437 △5,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139,893 △1,669,299

現金及び現金同等物の期首残高 3,007,998 3,748,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 3,147,891 ※１ 2,079,326
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実

務対応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得

した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

（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27年４月１日　至平成27年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成28年４月１日　至平成28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月に集中する傾向にあるため、当社グループの売上高は、第２四半期、第４四半期に増加する

特性があります。

 

※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。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

従業員給料手当 1,240,767千円 1,260,743千円

賞与引当金繰入額 168,500 185,171

退職給付費用 120,494 113,395

法定福利費 222,722 229,572

減価償却費 32,823 32,154

賃借料 199,241 213,282

外注費 217,067 216,534

 

（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２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 3,232,822千円 2,272,365千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △84,931 △193,038

現金及び現金同等物 3,147,891 2,079,326
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）

１　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２　株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年９月30日）

１　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２　株主資本の金額の著しい変動

　平成28年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成28年７月28日付で、資本金及び資本準備金並

びに利益準備金の額の減少を行ったうえ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金1,785,188千円及び資本剰余金272,811千円が減少

し、利益剰余金2,057,999千円が増加しております。

　なお、本件は、株主資本における勘定科目の振替処理であり、当社グループの株主資本合計に著しい変動

はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成28年４月１日　至平成28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、セグメント情報については記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額（△）
△1円18銭 7円69銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（△）（千円）

△14,697 95,416

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に

帰属する四半期純損失金額（△）（千円）

△14,697 95,416

普通株式の期中平均株式数（株） 12,406,518 12,401,369

（２）潜在株式調達後１株当たり四半期純利益金額 － 6円96銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － 1,307,189

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益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）　前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

 

（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28年11月８日
 

大興電子通信株式会社
 

取締役会　御中
 

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  柴谷　哲朗　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  古市　岳久　　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28年４月１日から平成29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28年７月１日から

平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30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28年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四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

（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）が別途保管しております。

　　　２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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