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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）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、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43期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第44期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第43期

会計期間 

自平成20年
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
６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）  3,321,708       2,974,004  14,414,968

経常利益（千円）  45,821       21,747  965,905

四半期（当期）純利益（千円）  18,260       4,878  501,264

純資産額（千円）  8,680,057       8,936,921  9,007,008

総資産額（千円）  10,763,614     10,707,464  11,575,657

１株当たり純資産額（円）  1,448.05       1,491.17  1,502.83

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 3.05       0.81  83.63

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（％）  80.6       83.5  77.8

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 320,399       292,403  760,067

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,256,165       478,274  △1,128,418

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △117,122       △76,604  △228,757

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 3,386,867       2,024,390  1,330,317

従業員数（人）  981       981  971
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当第１四半期連結会計期間において、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、主要な関係会社に異動はありません。 

  当第１四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）１ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数には、パートタイマー77名は含まれておりません。  

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、就業人員であります。    

２ 従業員数には、パートタイマー77名は含まれておりません。 

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６月30日現在

従業員数（人）  981      

  平成21年６月30日現在

従業員数（人）     955      
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(1）生産実績 

 当社グループは、生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。 

(2）契約状況 

                                    （前年同四半期比％表示は増減率）

 （注）１ 契約高及び契約残高には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

                                    （前年同四半期比％表示は増減率）

 （注）１ 主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

２ 販売高には、消費税等は含まれておりません。 

 当第１四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１四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【生産、受注及び販売の状況】

事業部門 区分 
契約高
（千円） 

前年同四半期比
 （％） 

契約残高 
（千円） 

前年同四半期比
（％）  

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器       1,510,358       △21.9       1,270,198      1.6

情報設備部門 

ＡＦＣ  684,145  △18.9  56,834  △1.1

駐車場機器  627,365  △1.8  291,236       △0.7

交通システム  665,770  1.2  463,086      0.0

その他  299,988  7.1  27,216       △24.6

小計  2,277,269  △5.9  838,374      △1.3

合計  3,787,627  △13.0  2,108,573       0.4

事業部門 区分 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

ＯＡ機器部門 ＯＡ機器  1,397,288       △14.5

情報設備部門 

ＡＦＣ  629,577  △20.0

駐車場機器  468,797  2.5

交通システム   202,683  3.8

その他  275,657  11.0

小計  1,576,715  △6.6

合計  2,974,004  △10.5

相手先 
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高（千円）
総販売実績に

対する割合（％） 
販売高（千円） 

総販売実績に
対する割合（％） 

日本信号㈱  554,011  16.7  534,912  18.0

キヤノンマーケティング 

ジャパン㈱ 
 459,906  13.8  428,813       14.4

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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 文中における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が判断したものでありま

す。 

(1) 業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の中で、政府の経済危機対策による押し上

げ効果等により、生産・消費活動の一部に持ち直しの動きがみられましたが、全般的には依然先行き不透明な状況

で推移いたしました。 

 このような情勢のもとに、当社グループといたしましては、営業体制の整備により販路拡大を図るとともに、成

長が見込まれるセキュリティ関連およびネットワーク関連市場に向けた営業活動を強化してまいりました。また、

駐車場機器関連市場におきましても、保守サービスに加え、保守サービス需要を創出すべく駐車場機器の販売にも

積極的に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、景気の低迷に伴うＩＴ関連投資の減退ならびにＡＦＣ分野における保守契約内容の見直し等の影

響を強く受けたことにより、連結売上高は2,974百万円（前年同四半期比10.5％減）、連結経常利益は21百万円

（前年同四半期比52.5％減）、連結四半期純利益は4百万円（前年同四半期比73.3％減）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の概況を部門別に申し上げますと次のとおりであります。 

（ＯＡ機器部門） 

 ＯＡ機器部門につきましては、医療機器の保守サービスが順調に推移いたしました。しかしながら、不況により

ＩＴ関連の設備投資抑制が保守・運用にまで拡大されるなど事業環境が悪化する中で、これまで積極的な営業活動

を推進してまいりましたネットワークおよびセキュリティ関連事業ならびに従来からのハードを対象としたＯＡ機

器保守サービスが伸び悩み、ＯＡ機器部門全体の連結売上高は1,397百万円（前年同四半期比14.5％減）となりま

した。 

（情報設備部門） 

 情報設備部門につきましては、連結売上高は1,576百万円（前年同四半期比6.6％減）となりました。 

  分野別に申し上げますと次のとおりであります。  

 ＡＦＣにつきましては、駅務機器のＩＣ化に伴う保守契約内容の見直し等による売上高の減少により、連結売上

高は629百万円（前年同四半期比20.0％減）となりました。 

駐車場機器につきましては、機器販売に向けた営業活動の強化が奏功し、機器および関連部材の販売ならびに

新設工事が順調に増加したことにより、連結売上高は468百万円（前年同四半期比2.5％増）となりました。 

交通システムにつきましては、管制システムおよびその関連機器ならびに一般信号機器の保守・設置・改造等

に加え、交通システム関連のコンサルティング業務等があり堅調に推移し、連結売上高は202百万円（前年同四半

期比3.8％増）となりました。 

その他鉄道信号および情報機器につきましては、いずれの保守サービス作業も堅調に推移し、連結売上高は275

百万円（前年同四半期比11.0％増）となりました。  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少、預け金

の減少等により前連結会計年度末に比べ694百万円増加し、2,024百万円（前年同四半期比40.2％減）となりまし

た。 

 当第１四半期連結会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） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、292百万円（前年同四半期比8.7％減）と

なりました。 

これは主に、売上債権の減少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） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果得られた資金は、478百万円（前年同四半期比61.9％減）と

なりました。 

 これは主に、預け金の減少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） 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、76百万円（前年同四半期比34.6％減）と

なりました。 

 これは主に、配当金の支払によるものであります。 

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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(3）事業上及び財務上の対処すべき問題 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）の事業上及び財務上の対処すべき課

題について、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

(4）研究開発活動 

 当社グループは、他社メーカーの製造・販売する各種電気・電子機器の保守サービスならびに附帯事業を専門と

しており、各メーカーの技術を習得、利用してサービスを行っております。 

 したがって、ユーザーの求める新サービスメニューの開発、サービス効率化のための業務支援開発等の活動は行

っておりますが、経営活動に重大な影響を及ぼすような研究開発活動は行っておりません。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第１四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 

 当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

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１四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  24,000,000

計  24,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月６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  6,000,000       6,000,000
東京証券取引所 

（市場第二部） 

単元株式数  

100株  

計       6,000,000       6,000,000 ― ― 

（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４月１日～ 

平成21年６月30日 
 －  6,000,000  －  833,200  －  727,800

（５）【大株主の状況】
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      当第１四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21年３月31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】 

 （注） 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が20株含まれております。 

②【自己株式等】 

  

【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において、役員の異動はありません。 

（６）【議決権の状況】

  平成21年６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   6,600  
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,985,200       59,852 － 

単元未満株式 普通株式   8,200 － － 

発行済株式総数  6,000,000 － － 

総株主の議決権 －       59,852 － 

  平成21年６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） 

日信電子サービス株式会社 

東京都台東区浅草橋

五丁目20番８号 
      6,600       －       6,600       0.1

計 －       6,600       －       6,600       0.1

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月 

最高（円）       980       1,080       1,147

最低（円）       891       955       1,053

３【役員の状況】
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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１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６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１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結

累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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。 

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 2,024,390 1,330,317

受取手形及び売掛金 2,399,853 3,470,279

商品 15,705 10,039

貯蔵品 542,171 530,538

繰延税金資産 370,814 370,814

預け金 2,830,000 3,330,000

その他 152,990 131,645

貸倒引当金 △2,587 △2,737

流動資産合計 8,333,338 9,170,897

固定資産   

有形固定資産 ※1  823,221 ※1  838,890

無形固定資産 250,763 270,635

投資その他の資産   

投資有価証券 338,559 323,229

その他 965,974 976,404

貸倒引当金 △4,392 △4,399

投資その他の資産合計 1,300,141 1,295,234

固定資産合計 2,374,126 2,404,759

資産合計 10,707,464 11,575,657

負債の部   

流動負債   

買掛金 323,336 654,972

未払法人税等 25,861 294,858

前受金 347,796 296,536

賞与引当金 257,008 640,951

役員賞与引当金 3,300 18,000

その他 571,194 427,357

流動負債合計 1,528,498 2,332,676

固定負債   

繰延税金負債 199,799 193,560

退職給付引当金 15,023 14,402

その他 27,222 28,009

固定負債合計 242,045 235,972

負債合計 1,770,543 2,568,648
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 833,200 833,200

資本剰余金 727,800 727,800

利益剰余金 7,385,584 7,464,613

自己株式 △7,528 △7,379

株主資本合計 8,939,056 9,018,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,135 △11,225

評価・換算差額等合計 △2,135 △11,225

純資産合計 8,936,921 9,007,008

負債純資産合計 10,707,464 11,575,657
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,321,708 2,974,004

売上原価 3,014,453 2,728,329

売上総利益 307,255 245,675

販売費及び一般管理費 ※1  273,138 ※1  259,655

営業利益又は営業損失（△） 34,117 △13,980

営業外収益   

受取利息 5,793 7,308

受取配当金 3,911 3,733

不動産賃貸料 538 538

保険配当金 － 22,555

その他 1,962 2,071

営業外収益合計 12,205 36,206

営業外費用   

不動産賃貸費用 499 469

その他 1 9

営業外費用合計 501 479

経常利益 45,821 21,747

特別利益   

貸倒引当金戻入額 91 114

特別利益合計 91 114

特別損失   

固定資産除却損 532 274

特別損失合計 532 274

税金等調整前四半期純利益 45,381 21,586

法人税等 27,121 16,708

四半期純利益 18,260 4,878
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６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 45,381 21,586

減価償却費 47,193 40,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） △91 △156

賞与引当金の増減額（△は減少） △386,297 △383,942

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500 △14,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 552 620

前払年金費用の増減額（△は増加） △50,292 10,151

受取利息及び受取配当金 △9,705 △11,042

売上債権の増減額（△は増加） 1,199,472 1,121,693

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,287 △17,299

仕入債務の増減額（△は減少） △322,943 △332,281

その他 138,263 120,936

小計 607,744 556,542

利息及び配当金の受取額 9,705 11,042

法人税等の支払額 △297,051 △275,181

営業活動によるキャッシュ・フロー 320,399 292,403

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預け金の増減額(△は増加) 1,300,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △31,600 △19,804

無形固定資産の取得による支出 △4,949 △1,178

その他 △7,284 △743

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,256,165 478,274

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △21 △148

配当金の支払額 △117,100 △76,456

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,122 △76,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,459,442 694,072

現金及び現金同等物の期首残高 1,927,425 1,330,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  3,386,867 ※1  2,024,390
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   該当事項はありません。 

  

【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】

【簡便な会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績

率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２．たな卸資産の評価方法   当第１四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定す

る方法によっております。 

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経

営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるの

で、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方法によっ

ております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．税金費用の計算  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 
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当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式 6,000,000株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式 6,766株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。  

  

４．配当に関する事項 

（1）配当金支払額  

（2）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間末後となるもの 

   該当事項はありません。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         千円868,415

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         千円854,618

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 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。 

 給料及び手当 千円 74,009

 役員賞与引当金繰入額 千円4,500

 賞与引当金繰入額 千円22,983

 退職給付費用 千円2,329

※１ 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。 

 給料及び手当      千円 66,240

 役員賞与引当金繰入額      千円3,300

 賞与引当金繰入額      千円17,452

 退職給付費用      千円4,994

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６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 

※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６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

  

 現金及び預金 千円 2,387,156

 有価証券 千円 999,711

 現金及び現金同等物 千円 3,386,867   

 現金及び預金    千円 2,024,390

 現金及び現金同等物   千円 2,024,390

（株主資本等関係）

  
（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21年6月23日 

定時株主総会 
普通株式  83,907  14 平成21年3月31日 平成21年6月24日 利益剰余金 
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５．株主資本の金額の著しい変動 

 該当事項はありません。 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、当社グループはＯＡ機器、ＡＦＣ、駐車場機器、

交通システム等の電気・電子機器の保守サービスならびにこれらの附帯事業の単一事業であり、当該事業以外に

事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、当社グループは本邦以外の国又は地域に所在する

連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、当社グループは海外売上高がないため該当事項は

ありません。 

  

     当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

  有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。 

     当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

 当社グループはデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。  

（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】

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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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. 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、記載しておりま

せん。    

  2. 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。 

     当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

     リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。なお、当第１四半期連結会計期間におけるリース取

引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６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      円   銭1,491 17 １株当たり純資産額      円   銭1,502 83

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 3円05銭 １株当たり四半期純利益金額  0円81銭

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

四半期純利益（千円）  18,260         4,878

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）  18,260       4,878

期中平均株式数（千株）  5,994       5,993

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（リース取引関係）

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20年８月７日

日信電子サービス株式会社 

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 原田  一  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 星長 徹也  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」に掲げられている日信電子サービ

ス株式会社の平成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１四半期連結累計期間（平成20年４月１日

から平成20年６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、日信電子サービス株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四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。 

 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。 

２．四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21年８月６日

日信電子サービス株式会社 

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 原田  一  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 星長 徹也  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」に掲げられている日信電子サービ

ス株式会社の平成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１四半期連結会計期間（平成21年４月１日

から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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、日信電子サービス株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四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。 

 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。 

２．四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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