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(百万円未満切捨て)

1. 平成 23 年３月期第１四半期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年６月 30 日） 
 

(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 ％

23年３月期第１四半期 3,065 11.3 △31 ― 7 ―  12 ― 
22年３月期第１四半期 2,755 △31.8 △185 ― △148 ―  △224 ― 
 

 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

23年３月期第１四半期 0. 58 ―  
22年３月期第１四半期 △10. 22 ―  
 
  (2) 連結財政状態  

 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

23年３月期第１四半期 16,815 13,189 78.3 598. 39
22年３月期 17,254 13,319 77.1 604. 32 
(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 13,164百万円  22年３月期 13,295百万円

 

2 . 配当の状況 

年間配当金 
 

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 

22年３月期 ―   0. 00 ― 5. 00 5. 00 
23年３月期 ―      

23年３月期(予想)   0. 00 ―  5. 00 5. 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 
 

3. 平成 23 年３月期の連結業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
  (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

 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

第２四半期 
(累計) 6,500 3.8 △40 ― 0 ― △90 ―  △4. 09

通期 13,600 3.2 200 △20.2 250 △29.0 180 14.5 8. 18
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 



 
4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

  新規  ― 社 (      ―     )、除外  ― 社 (      ―     ) 

(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 

(注)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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 無 

(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 23,974,816株 22年３月期 23,974,816株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,975,624株 22年３月期 1,974,218株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 21,999,756株 22年３月期１Ｑ 22,005,559株

 

 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半

期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了し

ていません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び

合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異な

る可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に

ついては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で企業業績や設備投資に回復が見られ

たものの、個人消費が伸び悩むなど、全体的にはデフレ傾向が続き、大きな回復には至りません

でした。一方、世界経済においては、欧州における財政不安が続いており、先行き不安が払拭さ

れておらず、依然として厳しい状況が続いております。 

   当通信機器業界におきましては、企業の設備投資やＩＴ投資抑制が続いておりますが、同時に

大きな変革期を迎えております。全国光ファイバー網を使ったサービスの転換が進みつつあり、

電話・放送・データ通信を一体化するトリプル・プレイ・サービス等も普及しつつあります。ま

た、ＮＧＮ（次世代ネットワーク）への移行にともなう新製品開発競争が始まっております。 

  このような状況下で当社グループでは、システムソリューションとしての製品提案に注力する

とともに、顧客のニーズを第一に考えた新製品開発に取り組んでまいりました。主力のビジネス

ホンにおきましては、ＩＰカメラドアホン接続、携帯電話ブラウザ連携機能強化、ＮＧＮ対応力

強化、介護施設向け対応力強化等の機能追加をすることで拡販を行ってまいりました。また、各

種無人装置の管理等で使用されるＰＨＳモジュール製品は堅調に推移しております。 

 ４月からスタートした中期経営計画は初年度にあたり、｢情報ネットワークの変化に対応した研

究開発に注力すると共に物づくりに真摯に取り組み、情報通信市場で独自の地位を築く｣を経営ビ

ジョンとして掲げ、２つの重点施策である事業構造の改革と経営体質の強化に取り組んでおりま

す。 

当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高3,065百万円(前年同期比11.3％増)、営業損失31百万円

(前年同期営業損失185百万円)、経常利益7百万円(前年同期経常損失148百万円)、四半期純利益12百万

円(前年同期四半期純損失224百万円)となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

【資 産】 

総資産は前連結会計年度末に比べ438万円減少し、16,815百万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ187百万円減少し、10,706百万円となりました。これは主に、原

材料及び貯蔵品の増加85百万円、仕掛品の増加76百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少3

90百万円あったこと等によるものです。 

  固定資産は前連結会計年度末に比べ250百万円減少し、6,108百万円となりました。これは主に、有

形固定資産の減少43百万円、投資有価証券の減少149百万円があったこと等によるものです。 

 

【負 債】 

負債は前連結会計年度末に比べ308百万円減少し、3,626百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ93百万円減少し、2,747百万円となりました。これは主に、賞与

引当金の減少98百万円があったこと等によるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ214百万円減少し、879百万円となりました。これは主に、長期

未払金の減少89百万円、繰延税金負債の減少98百万円があったこと等によるものです。 

 

【純資産】 

  純資産は前連結会計年度末に比べ130百万円減少し、13,189百万円となりました。これは主に、

利益剰余金の減少97百万円があったこと等によるものです。 
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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の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ

6百万円増加し、5,210百万円となりました。 

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、159百万円(前年同期の営業活動によって使用さ

れたキャッシュ・フローは108百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額234百万円があ

ったものの、売上債権の減少額390百万円があったこと等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】 

投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ100百万円減少し、37百万円

（前年同期比72.9%減）となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入200百万円があっ

たものの、投資有価証券の取得による支出101百万円、ソフトウェアの取得による支出95百万円、有形

固定資産の取得による支出40百万円があったこと等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】 

財務活動によって使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ46百万円増加し、116百万円

(前年同期比66.9%増)となりました。これは主に配当金の支払額111百万円があったこと等によるもの

であります。 

 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、第１四半期連結累計期間の業績がほぼ計画どおりに進捗し

ているため現段階では、平成 22 年５月 14 日に公表しました連結業績予想に変更はありません。 

 
２． その他の情報 
(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
 
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ① 棚卸資産の評価方法 
    棚卸資産の簿価切り下げにあたっては、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産につい

てのみ正味売却価格を見積り、簿価切下げを行っております。 
  ② 税金費用の算定方法 
    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。 
 
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18 号 平

成 20 年３月 31 日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 21

号 平成 20 年３月 31 日)を適用しております。 

なお、これによる営業損失及び経常利益に与える影響は軽微であります。また、税金等調整前四

半期純損失は 13 百万円増加しております。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,869 3,864

受取手形及び売掛金 4,055 4,446

有価証券 1,416 1,415

商品及び製品 370 296

仕掛品 328 252

原材料及び貯蔵品 521 435

その他 151 190

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 10,706 10,894

固定資産   

有形固定資産 1,915 1,959

無形固定資産 748 766

投資その他の資産   

投資有価証券 1,775 1,925

その他 1,668 1,708

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,444 3,633

固定資産合計 6,108 6,359

資産合計 16,815 17,254

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,797 1,713

短期借入金 40 40

未払法人税等 10 40

製品保証引当金 88 93

賞与引当金 51 149

その他 759 804

流動負債合計 2,747 2,840

固定負債   

退職給付引当金 51 54

役員退職慰労引当金 2 26

負ののれん 63 69

その他 761 944

固定負債合計 879 1,094

負債合計 3,626 3,934
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,909 4,909

資本剰余金 4,510 4,510

利益剰余金 4,033 4,130

自己株式 △411 △411

株主資本合計 13,041 13,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 122 156

評価・換算差額等合計 122 156

少数株主持分 25 24

純資産合計 13,189 13,319

負債純資産合計 16,815 17,254
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,755 3,065

売上原価 2,243 2,412

売上総利益 511 653

販売費及び一般管理費 696 684

営業損失（△） △185 △31

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 20 20

負ののれん償却額 5 5

その他 11 12

営業外収益合計 44 45

営業外費用   

支払利息 0 0

支払手数料 6 6

その他 1 0

営業外費用合計 7 6

経常利益又は経常損失（△） △148 7

特別損失   

固定資産廃棄損 1 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13

特別損失合計 1 14

税金等調整前四半期純損失（△） △150 △7

法人税、住民税及び事業税 6 3

法人税等調整額 68 △24

法人税等合計 74 △20

少数株主損益調整前四半期純利益 － 13

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224 12
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △150 △7

減価償却費 67 76

ソフトウエア償却費 122 114

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △92 △98

製品保証引当金の増減額（△は減少） △10 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △71 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △23

受取利息及び受取配当金 △26 △27

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13

売上債権の増減額（△は増加） 508 390

たな卸資産の増減額（△は増加） △178 △234

仕入債務の増減額（△は減少） △295 84

長期未払金の増減額（△は減少） △205 △89

その他 211 △40

小計 △115 150

利息及び配当金の受取額 26 27

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △20 △18

法人税等の還付額 0 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △108 159

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 △9 △9

定期預金の払戻による収入 15 9

有形固定資産の取得による支出 △73 △40

ソフトウエアの取得による支出 △67 △95

投資有価証券の取得による支出 － △101

投資有価証券の償還による収入 － 200

その他 △1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △137 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △66 △111

その他 △3 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △69 △116

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315 6

現金及び現金同等物の期首残高 4,655 5,204

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,340 5,210
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 
 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
前第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) 
当社及び連結グループは有線および無線通信機器に関する製造販売の単一事業を営んでおり、事

業の種類別セグメント情報については該当事項はありません。  

  

【所在地別セグメント情報】 

前第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) 
在外連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。  

 

【海外売上高】 

前第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) 
海外売上高が連結売上高の 10％未満のため海外売上高の記載を省略しております。  

   

【セグメント情報】 

  当第１四半期連結累計期間(自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年６月 30 日)  

    当社グループは通信機器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  （追加情報） 

当第 1 四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第 17 号 平成 21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第 20 号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
該当事項はありません。 
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