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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 10,498 △17.0 △256 ― △128 ― △136 ―

23年3月期第1四半期 12,651 △39.8 515 △82.6 256 △91.9 108 △94.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △729百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1,295百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △6.12 ―

23年3月期第1四半期 4.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 74,134 57,922 78.1
23年3月期 77,432 59,210 76.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  57,922百万円 23年3月期  59,210百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 26,000 △13.9 △1,000 ― △1,000 ― △600 ― △26.88

通期 61,000 △6.4 2,000 △61.2 2,000 △62.0 1,200 △66.2 53.76



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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いており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。な
お、上記予想に関する事項は、【添付資料】２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 22,731,160 株 23年3月期 22,731,160 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 409,985 株 23年3月期 409,985 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 22,321,175 株 23年3月期1Q 22,321,226 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州においてはギリシャの財政危機に端を発するソブリン問題な

ど不安要素を抱える一方で、ばらつきは見られるものの主要国における経済は堅調に推移しました。 

 日本経済においては、東日本大震災の影響による急激な経済活動の停滞から持直しの動きが見られるものの、震災

の影響は依然として大きく、また円高要因も加わり、引続き予断を許さない状況が続いております。 

  

 当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の売上高は、10,498百万円（前年同期比17.0％減）となりま

した。品目別の売上高は次のとおりであります。 

［コンピュータ用モニター］ 

  東日本大震災の影響を受け、一部材料の入手難による生産活動の停滞により、前年同期比13.3％減の7,310百万

円となりました。 

［アミューズメント用モニター］ 

 東日本大震災による電力不足の影響もあり、前年同期比45.7％減の1,663百万円となりました。 

  

 利益面については、上記要因による減収により、売上総利益は減少しました。また、アミューズメント用ソフトウ

ェアの開発強化のために開発投資を増加させたこと等により、販売費及び一般管理費が増加しました。以上の結果、

営業損失は256百万円（前年同期は515百万円の営業利益）、経常損失は128百万円（前年同期は256百万円の経常利

益）、四半期純損失は136百万円（前年同期は108百万円の四半期純利益）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産及び負債の状況は、前連結会計年度末と比較し、資産の部は3,298百万

円減少し、74,134百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、有価証券等の減少や、減価償却が進んだ

ことによる有形・無形固定資産の減少によります。 

 負債の部は、主に未払法人税等の減少により2,010百万円減少し、16,211百万円となりました。 

 純資産の部は、配当金の支払いや四半期純損失を計上したことに加え、その他有価証券評価差額金の減少等により

1,287百万円減少し、57,922百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 前回（平成23年５月11日）発表の平成24年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまして

は、東日本大震災により影響を受けた国内経済の回復の見通しや、為替相場の変動等の不確定要素が多く、現時点で

業績予想は変更しておりません。なお、今後の状況を踏まえ、連結業績予想の見直しが必要と判断した場合は、速や

かに開示いたします。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,611 9,375 

受取手形及び売掛金 12,720 8,720 

有価証券 13,202 12,701 

商品及び製品 3,724 3,915 

仕掛品 3,303 4,148 

原材料及び貯蔵品 6,366 8,621 

その他 2,658 2,546 

貸倒引当金 △83 △79 

流動資産合計 52,503 49,951 

固定資産   

有形固定資産 9,213 9,178 

無形固定資産   

のれん 1,198 1,145 

その他 708 647 

無形固定資産合計 1,906 1,793 

投資その他の資産   

投資有価証券 12,830 11,804 

その他 978 1,407 

投資その他の資産合計 13,808 13,211 

固定資産合計 24,929 24,182 

資産合計 77,432 74,134 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,747 7,103 

未払法人税等 1,890 26 

賞与引当金 1,096 468 

役員賞与引当金 83 － 

ソフトウェア受注損失引当金 262 336 

製品保証引当金 796 778 

その他 1,944 2,749 

流動負債合計 12,821 11,462 

固定負債   

退職給付引当金 2,187 2,190 

役員退職慰労引当金 105 105 

リサイクル費用引当金 1,175 1,184 

その他 1,932 1,269 

固定負債合計 5,400 4,749 

負債合計 18,222 16,211 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,425 4,425 

資本剰余金 4,313 4,313 

利益剰余金 48,616 47,921 

自己株式 △999 △999 

株主資本合計 56,356 55,662 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,234 3,598 

繰延ヘッジ損益 △0 △3 

為替換算調整勘定 △1,380 △1,334 

その他の包括利益累計額合計 2,853 2,260 

純資産合計 59,210 57,922 

負債純資産合計 77,432 74,134 
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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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 12,651 10,498 

売上原価 9,177 7,567 

売上総利益 3,474 2,930 

販売費及び一般管理費 2,958 3,187 

営業利益又は営業損失（△） 515 △256 

営業外収益   

受取利息 12 7 

受取配当金 94 129 

保険返戻金 42 － 

その他 33 51 

営業外収益合計 183 188 

営業外費用   

売上割引 34 21 

為替差損 407 35 

その他 0 3 

営業外費用合計 442 60 

経常利益又は経常損失（△） 256 △128 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12 － 

EU関税返還金 － 7 

特別利益合計 12 7 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 48 － 

特別損失合計 48 － 

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（△）

220 △121 

法人税、住民税及び事業税 24 24 

法人税等調整額 88 △9 

法人税等合計 112 15 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

108 △136 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 108 △136 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

108 △136 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,157 △636 

繰延ヘッジ損益 △1 △3 

為替換算調整勘定 △244 46 

その他の包括利益合計 △1,403 △593 

四半期包括利益 △1,295 △729 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,295 △729 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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 該当事項はありません。  

  

 当社グループは、映像機器及びその関連製品の開発・生産・販売が主であり、実質的に単一セグメントである 

ため、セグメント情報の記載を行っておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

販売の状況 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

品目 

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日） 

増減 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

コンピュータ用モニター  8,432  66.7  7,310  69.6  △1,121

アミューズメント用モニター  3,063  24.2  1,663  15.9  △1,400

その他  1,156  9.1  1,524  14.5  368

合計  12,651  100.0  10,498  100.0  △2,153
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