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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  758  2.3  △282  －  △331  －  △333  －

22年３月期第２四半期  741  △30.6  △270  －  △335  －  △336  －

  
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２四半期  △6,450  81  －  －

22年３月期第２四半期  △6,503  93  －  －

  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２四半期  2,405  1,123  45.7  21,233  05

22年３月期  2,918  1,446  48.7  27,475  59

（参考）自己資本 23年３月期第２四半期 1,097百万円 22年３月期 1,420百万円

  
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     ―     ― 0 00  0  00

23年３月期     ―     ―  0 00       

23年３月期（予想）         ―     ― 0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  2,870  △0.7  120  △35.9  100  △25.0  100  △18.6  1,933  86

（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「その他の情報」をご覧ください。） 

（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。 

  

（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 

  

（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） 

  
  

※  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きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績は、今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有 

②  ①以外の変更              ： 有 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期２Ｑ 51,710株 22年３月期 51,710株

②  期末自己株式数 23年３月期２Ｑ     ―株 22年３月期     ―株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 51,710株 22年３月期２Ｑ 51,710株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、厳しい国際情勢の影響を受けて大胆な財政政策が発表されたも

のの、景気の先行きに対する不透明感を払拭するには至りませんでした。当社グループがマーケットとする放送・通

信関連業界においても、緩やかな回復が感じられるものの、回復ペースの鈍化懸念がまだ強いことから、顧客企業等

の設備投資意欲は依然低迷状態が続いています。 

 そのようななか、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、758百万円（前年同連結累計期間比2.3%

増）となりました。製品グループ別内訳では、放送系が270百万円（前年同連結累計期間比3.2%増）、通信系が462百

万円（前年同連結累計期間比2.9%増）、その他が25百万円（前年同連結累計期間比14.3%減）となりました。 

 損益面では、売上原価355百万円、販売費及び一般管理費685百万円を計上した結果、営業損失は282百万円（前年

同連結累計期間は営業損失270百万円）となりました。営業外費用として為替差損など54百万円が発生し、経常損失

は331百万円（前年同連結累計期間は経常損失335百万円）、四半期純損失は333百万円（前年同連結累計期間は四半

期純損失336百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ513百万円減少し、2,405百万円となりまし

た。主な変動要因は、受取手形及び売掛金の減少470百万円、現金及び預金の減少68百万円等によるものでありま

す。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ190百万円減少し、1,281百万円となりまし

た。主な変動要因は、短期借入金の減少298百万円等によるものであります。  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比べ322百万円減少し、1,123百万円となりまし

た。主な純資産の変動要因は四半期純損失333百万円により、利益剰余金が333百万円減少したことによるものであり

ます。 

  

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、前連結会計年度末に比べ

60百万円増加し、 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況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２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は63百万円（前年同連結累計期間は494百万円の

使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失332百万円、売上債権の減少467百万円、棚卸資産の増

加98百万円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） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は109百万円（前年同連結累計期間は24百万円の

獲得）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入139百万円、有形固定資産の取得による支出15百万円

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） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は109百万円（前年同連結累計期間は66百万円の

減少）となりました。これは主に、短期借入金の純減額298百万円、社債の発行による収入242百万円等によるもので

あります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表した「平成22年３月期決算短信」の内容に変

更はありません。    

 なお、本資料に記載されている業績予想等の将来の予想の対する記述は、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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

1,193
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（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 

 該当事項はありません。 

  

  （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失がそれぞれ324千円増加し、税金等調整前四半期

純損失が4,860千円増加しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、商品及び貯蔵品の評価方法を 終仕入原価法から総平均法による原価法に変更し

ております。  

 この変更は、売上高と売上原価及び費用の対応関係を適切に反映させ、より適正な期間損益計算を行うことを目

的として行ったものであります。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

③表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り当連結第２四半期累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,311,858 ※2  1,379,935

受取手形及び売掛金 394,831 ※2  865,783

商品及び製品 316,986 266,750

仕掛品 － 4,450

原材料及び貯蔵品 84,630 32,342

その他 66,549 122,915

貸倒引当金 △3,100 △7,750

流動資産合計 2,171,755 2,664,428

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,103 3,270

機械装置及び運搬具（純額） 272 311

工具、器具及び備品（純額） 79,984 87,451

リース資産（純額） 22,209 25,544

有形固定資産合計 ※1  105,569 ※1  116,577

無形固定資産   

ソフトウエア 34,296 44,448

その他 － 19

無形固定資産合計 34,296 44,467

投資その他の資産   

投資有価証券 26,064 29,057

その他 67,408 63,821

投資その他の資産合計 93,472 92,879

固定資産合計 233,338 253,924

資産合計 2,405,094 2,918,353

負債の部   

流動負債   

買掛金 116,119 203,014

短期借入金 430,000 ※2  728,978

1年内償還予定の社債 35,000 －

1年内返済予定の長期借入金 81,360 81,360

未払法人税等 5,127 －

その他 72,793 100,375

流動負債合計 740,400 1,113,728

固定負債   

社債 215,000 －

長期借入金 74,560 115,240

役員退職慰労引当金 219,810 205,110

リース債務 30,524 36,465

その他 865 1,073

固定負債合計 540,759 357,889

負債合計 1,281,160 1,471,617
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,579,583 1,579,583

資本剰余金 2,062,899 2,062,899

利益剰余金 △2,450,470 △2,116,898

株主資本合計 1,192,012 1,525,584

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,302 △2,909

為替換算調整勘定 △88,748 △101,911

評価・換算差額等合計 △94,051 △104,821

新株予約権 25,972 25,972

純資産合計 1,123,933 1,446,735

負債純資産合計 2,405,094 2,918,353
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 741,797 758,901

売上原価 366,675 355,680

売上総利益 375,122 403,221

販売費及び一般管理費   

役員報酬 59,100 109,600

給料及び手当 127,517 150,511

研究開発費 254,972 198,505

役員退職慰労引当金繰入額 7,750 14,700

その他 196,577 212,016

販売費及び一般管理費合計 645,917 685,333

営業損失（△） △270,794 △282,112

営業外収益   

受取利息 425 348

受取配当金 283 290

保険解約返戻金 － 3,200

付加価値税還付金 1,459 －

その他 178 503

営業外収益合計 2,347 4,343

営業外費用   

支払利息 6,506 8,372

社債発行費 － 7,020

為替差損 60,828 38,140

その他 － 592

営業外費用合計 67,334 54,126

経常損失（△） △335,782 △331,895

特別利益   

貸倒引当金戻入額 650 4,650

その他 13 －

特別利益合計 663 4,650

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,536

投資有価証券評価損 － 599

固定資産除却損 － 49

特別損失合計 － 5,185

税金等調整前四半期純損失（△） △335,118 △332,431

法人税、住民税及び事業税 1,200 1,140

法人税等合計 1,200 1,140

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △333,571

四半期純損失（△） △336,318 △333,571
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 552,901 379,179

売上原価 247,525 163,010

売上総利益 305,375 216,168

販売費及び一般管理費   

役員報酬 29,550 54,800

給料及び手当 62,279 74,630

研究開発費 143,721 99,072

貸倒引当金繰入額 1,850 300

役員退職慰労引当金繰入額 3,900 7,360

その他 87,297 94,655

販売費及び一般管理費合計 328,597 330,818

営業損失（△） △23,222 △114,649

営業外収益   

受取利息 292 235

受取配当金 283 290

保険解約返戻金 － 3,200

その他 52 485

営業外収益合計 628 4,211

営業外費用   

支払利息 3,430 3,554

社債発行費 － 7,020

為替差損 29,876 21,797

営業外費用合計 33,307 32,373

経常損失（△） △55,901 △142,812

特別損失   

固定資産除却損 － 49

特別損失合計 － 49

税金等調整前四半期純損失（△） △55,901 △142,861

法人税、住民税及び事業税 600 540

法人税等合計 600 540

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △143,401

四半期純損失（△） △56,501 △143,401
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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（△） △335,118 △332,431

減価償却費 48,385 38,521

貸倒引当金の増減額（△は減少） △650 △4,650

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,750 14,700

受取利息及び受取配当金 △708 △639

支払利息 6,506 8,372

為替差損益（△は益） 23,854 19,691

社債発行費 － 7,020

投資有価証券評価損益（△は益） － 599

固定資産除却損 － 49

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,536

売上債権の増減額（△は増加） 46,549 467,655

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,885 △98,258

仕入債務の増減額（△は減少） △96,435 △86,894

その他 △106,902 34,205

小計 △486,653 72,477

利息及び配当金の受取額 708 454

利息の支払額 △7,061 △7,603

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,437 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー △494,444 63,039

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 △33,521 △11,460

定期預金の払戻による収入 110,175 139,560

有形固定資産の取得による支出 △16,169 △15,244

有形固定資産の売却による収入 96 －

無形固定資産の取得による支出 △50,000 △1,262

投資有価証券の取得による支出 △1,223 －

その他 15,337 △2,056

投資活動によるキャッシュ・フロー 24,695 109,535

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） △20,700 △298,978

長期借入金の返済による支出 △40,680 △40,680

社債の発行による収入 － 242,979

リース債務の返済による支出 △5,318 △5,620

その他 － △7,541

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,698 △109,841

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,313 △2,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △539,761 60,021

現金及び現金同等物の期首残高 1,398,995 1,133,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  859,234 ※  1,193,590
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

9

㈱メディアグローバルリンクス（6659）　平成23年３月期 第２四半期決算短信




