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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 4,857 △43.7 △595 ― △629 ― △414 ―

21年3月期第2四半期 8,630 ― △125 ― △140 ― △135 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 △125.51 ―

21年3月期第2四半期 △41.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 12,136 4,817 39.5 1,452.23
21年3月期 12,498 5,255 42.1 1,592.69

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,792百万円 21年3月期  5,255百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00
22年3月期 ― 15.00

22年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,800 △33.3 △530 ― △600 ― △420 ― △127.27
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(1)をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(2)をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(3)をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.平成21年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。 
２.上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能
性があります。 

新規 1社 （社名 康泰克科技股分有限公司 ） 除外 1社 （社名 上海康泰克電子技術有限公司 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 3,300,000株 21年3月期  3,300,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 3,300,000株 21年3月期第2四半期 3,300,000株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、企業の輸
出及び生産活動に若干の持ち直しの動きがみられるものの、依然として先行き不透明感が強く、予断を許
さない状況であります。 
当社グループでは、昨年より従来の代理店販売に加えて、顧客密着型の営業を積極的に推進し、それに

対応した商品開発を行ってまいりましたが、製造業における生産設備への投資が大幅に減少している影響
を受け、売上高が大きく減少いたしました。 
当社グループの営業状況は、売上高4,857百万円（前年同期比43.7％減）、営業損失は595百万円、経常

損失は629百万円、四半期純損失は414百万円となりました。 
  
事業部門別の概況は次のとおりであります。 

(1)デバイス＆コンポーネント事業部門 
当事業部門では、顧客の要求に柔軟に対応できる小型・省電力の産業用パソコン、検査計測システム

用のパソコン及び高速の無線ＬＡＮ規格（IEEE802.11n）に対応した商品等を市場に投入いたしまし
た。 
また、ロイヤルカスタマーの獲得と共に業界深耕を目指し、成長が期待されるデジタルサイネージ

（電子看板）、公共交通機関、医療機器、店舗設備等の業界に向けて営業活動を強化してまいりました
が、前年同期と比べて、製造業における生産設備への投資が大幅に減少している影響を受け、売上高は
2,211百万円（前年同期比42.6％減）となりました。 
  

(2)ソリューション＆サービス事業部門 
当事業部門では、成長の期待される環境ビジネスに対して太陽光発電データ計測・表示システムを中

心に、積極的な販売活動を展開いたしました。 
しかしながら、自動車関連業界の設備投資減少の影響を受け、前年同期と比べて、主力の同業界向け

システムの販売が低調となったため、売上高は275百万円（前年同期比55.5％減）となりました。 
  

(3) ＥＭＳ（Electronic Manufacturing Service）事業部門 
当事業部門では、ＥＭＳ事業拡大のため新規顧客開拓を進めており、少しずつではありますが顧客数

が増加しております。 
しかしながら、前年同期と比べて、主力である株式会社ダイフクの物流システム部門からの受注が減

少したため、売上高は2,371百万円（前年同期比43.0％減）となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は12,136百万円となり、前連結会計年度末に比べ

361百万円減少いたしました。これは主に売上債権の減少676百万円、棚卸資産の減少492百万円、有
形・無形固定資産の減少244百万円、現金及び預金の増加1,302百万円であります。 
  
負債の残高は7,319百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円増加いたしました。これは主に

借入金の増加841百万円、仕入債務の減少308百万円であります。 
  
純資産の残高は4,817百万円となり、前連結会計年度末に比べ438百万円減少いたしました。これは主

に四半期純損失、配当金の支払等による利益剰余金の減少486百万円、為替換算調整勘定の増加29百万
円であります。 
  

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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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は3,547百万円となり、前連結会計年度末

に比べ1,302百万円増加いたしました。 
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な増減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・フローは58百万円の支出超過となりました。主な内訳は、税金等調整前
四半期純損失が405百万円、仕入債務減少による280百万円の支出、売上債権減少による561百万円の収
入、棚卸資産減少による399百万円の収入であります。 
  

投資活動によるキャッシュ・フローは429百万円の収入超過となりました。主な内訳は、関係会社出
資金売却による374百万円の収入であります。 
  

財務活動によるキャッシュ・フローは910百万円の収入超過となりました。主な内訳は、短期借入に
よる959百万円の収入、配当金の支払による72百万円の支出であります。 

  

平成21年５月15日の決算発表時に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。詳細につきま
しては、本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

当社は、海外販売の拡大を目的として、平成21年５月21日付けで磐儀科技股分有限公司と合弁会社
「康泰克科技股分有限公司」を設立いたしました。設立会社の出資比率は、当社が81％、磐儀科技股分
有限公司が19％であり、当社の連結子会社であります。 
また、上海康泰克電子技術有限公司の出資持分の全てを譲渡したため、当第２四半期連結会計期間末

より連結範囲から除外しております。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四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 棚卸資産の評価方法 
当第２四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 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固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 
  

④ 経過勘定項目の算定方法 
固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概

算額で計上する方法によっております。 
  

⑤ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 
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一時差異の発生状況に著し

い変化が認められるので、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲において、前連結会計年度末の検
討において使用した業績予測やタックス・プランニングに当該変化による影響を加味したものを使用
しております。 
  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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⑥ 工事原価総額の見積方法 
工事原価総額の見積りに当たり、当第２四半期連結会計期間末における工事原価総額が、第１四半

期連結会計期間末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約を除
き、第１四半期連結会計期間末に見積った工事原価総額を、当第２四半期連結会計期間末における工
事原価総額の見積額とする方法によっております。 
  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成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に着手した工事契約から、当第２四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工事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、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 
この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,547,453 2,245,253

受取手形及び売掛金 2,005,902 2,682,164

商品及び製品 1,522,059 1,973,000

仕掛品 517,257 381,768

原材料及び貯蔵品 1,029,238 1,206,695

その他 133,214 298,838

貸倒引当金 △3,000 △43,978

流動資産合計 8,752,125 8,743,740

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,052,085 1,173,155

機械装置及び運搬具（純額） 25,313 76,886

工具、器具及び備品（純額） 60,265 80,588

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 5,340 6,122

建設仮勘定 1,765 －

その他（純額） － 15

有形固定資産合計 2,534,690 2,726,688

無形固定資産   

ソフトウエア 295,947 355,797

その他 16,826 9,478

無形固定資産合計 312,773 365,275

投資その他の資産   

投資有価証券 186,122 191,077

その他 350,894 486,005

貸倒引当金 － △14,339

投資その他の資産合計 537,017 662,744

固定資産合計 3,384,481 3,754,708

資産合計 12,136,607 12,498,449
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,729,373 2,037,955

短期借入金 1,850,000 2,008,389

関係会社短期借入金 1,000,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,200,000 1,200,000

繰延税金負債 － 182

リース債務 1,563 1,563

未払法人税等 17,042 74,662

その他 315,146 659,971

流動負債合計 6,113,125 5,982,724

固定負債   

長期借入金 800,000 800,000

リース債務 3,777 4,559

退職給付引当金 353,557 329,902

その他 49,115 125,395

固定負債合計 1,206,450 1,259,856

負債合計 7,319,575 7,242,581

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,119,600 1,119,600

資本剰余金 669,600 669,600

利益剰余金 3,141,198 3,627,980

株主資本合計 4,930,398 5,417,180

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,298 △19,966

繰延ヘッジ損益 △348 263

為替換算調整勘定 △112,391 △141,609

評価・換算差額等合計 △138,039 △161,312

少数株主持分 24,672 －

純資産合計 4,817,032 5,255,867

負債純資産合計 12,136,607 12,498,449
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,630,745 4,857,896

売上原価 6,848,493 3,978,408

売上総利益 1,782,251 879,487

販売費及び一般管理費   

販売費 901,864 710,323

一般管理費 1,006,150 764,818

販売費及び一般管理費合計 1,908,015 1,475,141

営業損失（△） △125,763 △595,654

営業外収益   

受取利息 6,221 1,308

受取配当金 3,137 2,139

受取賃貸料 12,564 7,412

その他 12,075 6,068

営業外収益合計 33,999 16,929

営業外費用   

支払利息 36,806 43,954

為替差損 10,392 1,563

その他 1,758 5,265

営業外費用合計 48,957 50,783

経常損失（△） △140,720 △629,507

特別利益   

固定資産売却益 － 17,024

関係会社出資金売却益 － 211,714

貸倒引当金戻入額 1,840 3,199

保険解約返戻金 － 9,346

特別利益合計 1,840 241,284

特別損失   

固定資産売却損 35,639 －

固定資産除却損 219 363

投資有価証券評価損 3,131 －

特別退職金 － 16,799

特別損失合計 38,991 17,163

税金等調整前四半期純損失（△） △177,871 △405,386

法人税、住民税及び事業税 9,692 8,998

法人税等調整額 △51,870 －

法人税等合計 △42,177 8,998

少数株主損失（△） － △203

四半期純損失（△） △135,693 △414,181
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △177,871 △405,386

減価償却費 118,361 132,105

のれん償却額 26,860 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,248 △3,336

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,479 29,060

受取利息及び受取配当金 △9,359 △3,448

支払利息 36,806 43,954

為替差損益（△は益） 1,484 33

関係会社出資金売却損益（△は益） － △211,714

投資有価証券評価損益（△は益） 3,131 －

有形固定資産除却損 219 363

有形固定資産売却損益（△は益） 35,639 △17,024

特別退職金 － 16,799

売上債権の増減額（△は増加） 538,125 561,931

たな卸資産の増減額（△は増加） △319,985 399,918

仕入債務の増減額（△は減少） △269,173 △280,673

その他 △373,838 △352,667

小計 △405,327 △90,083

利息及び配当金の受取額 8,587 2,667

利息の支払額 △34,403 △42,120

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △220,444 87,584

特別退職金の支払額 － △16,799

営業活動によるキャッシュ・フロー △651,587 △58,752

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △272,447 △34,747

有形固定資産の売却による収入 141,221 43,470

無形固定資産の取得による支出 △98,477 △10,207

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる収入

－ 374,316

その他 7,253 56,263

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,449 429,095

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 117,005 959,255

長期借入れによる収入 800,000 －

長期借入金の返済による支出 △800,000 －

配当金の支払額 △72,600 △72,442

少数株主からの払込みによる収入 － 24,912

リース債務の返済による支出 － △781

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,405 910,942

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,885 20,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △833,518 1,302,200

現金及び現金同等物の期首残高 2,853,385 2,245,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,019,867 3,547,453
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

当社及び連結子会社の事業は、コンピューター及びその関連機器の開発、製造、加工、販売を行う単

一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しておりま

す。 
  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注)１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…………米国 

(2) アジア………中国、台湾 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注)１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…………米国 

(2) アジア………中国、台湾 

３ 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より、「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）を適用しております。 

この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 北米 アジア 計
消去 

又は全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 8,313,869 54,715 262,160 8,630,745 ― 8,630,745

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

164,357 6,316 800,141 970,816 (970,816) ―

計 8,478,226 61,032 1,062,302 9,601,561 (970,816) 8,630,745

営業損失(△) △76,974 △10,208 △34,847 △122,030 (3,733) △125,763

日本 北米 アジア 計
消去 

又は全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 4,629,635 36,045 192,215 4,857,896 ― 4,857,896

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

62,855 3,195 400,845 466,896 (466,896) ―

計 4,692,490 39,241 593,060 5,324,792 (466,896) 4,857,896

営業損失(△) △520,851 △15,273 △57,110 △593,235 (2,418) △595,654
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【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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