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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 3,143 2.5 27 ― 53 764.1 △43 ―
23年3月期第1四半期 3,065 11.3 △31 ― 6 ― 12 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △72百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △19百万円 （―％）

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 △1.96 ―
23年3月期第1四半期 0.58 ―

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 17,486 13,446 76.8
23年3月期 17,654 13,630 77.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,432百万円 23年3月期  13,614百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 7,300 5.3 80 △68.2 130 △56.0 100 △66.2 4.55
通期 15,300 8.6 410 26.5 500 17.7 430 3.0 19.55



(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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 23,974,816 株 23年3月期 23,974,816 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,981,308 株 23年3月期 1,980,792 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,993,754 株 23年3月期1Q 21,999,756 株
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１． 当四半期決算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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の

影響を受け、今期のスタート時は国内における各種イベント開催の自粛や、個人消費マインドの低

下、そして東日本を中心とした企業活動の停滞により、景気回復に大きくブレーキがかかりました。

また、国内部材メーカーや素材メーカー等が被災を受け、東日本地方を中心とするサプライチェー

ンの寸断により、当第１四半期を通じて、製造業では生産活動に苦慮している企業が多い状況が続

いています。また、不安定な為替動向や雇用不安に加え、福島第一原発事故の影響等、景気回復に

力強さは見られません。 

このような状況のもと、当社グループでは、震災直後の対策活動から復興へ向けたステージに経

営活動をシフトしつつあります。しかしながら、当第１四半期における経営数値は、震災の影響を

受けたものとなりました。第２四半期以降、これらのマイナス面を取り戻すべく活発な営業活動と

生産性の向上など、次に繋がる経営活動を推し進めております。 
また、市場ニーズを先取りした競争力のある新商品開発も進めております。第２四半期以降に予

定されているものとしては、次世代情報通信ネットワークを代表するＮＧＮ対応オフィスゲートウ

エイやタブレット型アンドロイド端末等があります。 

当第１四半期連結累計期間の業績については、売上高3,143百万円（前年同期比2.5％増）、営業

利益27百万円（前年同期は営業損失31百万円）、経常利益53百万円（前年同期比764.1％増）、四

半期純損失43百万円（前年同期は四半期純利益12百万円）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 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168万円減少し、17,486百万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ7百万円増加し、12,076百万円となりました。これは主に、現金

及び預金の減少465百万円、受取手形及び売掛金の減少233百万円があったものの、商品及び製品の増

加307百万円、原材料及び貯蔵品の増加259百万円、仕掛品の増加174百万円があったこと等によるもの

であります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ176百万円減少し、5,410百万円となりました。これは主に、無形

固定資産の減少41百万円、投資有価証券の減少55百万円、有形固定資産の減少34百万円があったこと

等によるものであります。 

（負 債） 

負債は前連結会計年度末に比べ15百万円増加し、4,039百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ23百万円増加し、3,125百万円となりました。これは主に、賞与

引当金の減少104百万円があったものの、支払手形及び買掛金の増加337百万円があったこと等による

ものであります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ7百万円減少し、914百万円となりました。これは主に、負ののれ

んの減少5百万円があったこと等によるものであります。 

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ184百万円減少し、13,446百万円となりました。これは主に、利益

剰余金の減少153百万円があったこと等によるものであります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 
売上高および利益については、平成 23 年５月 13 日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

 
２． サマリー情報（その他）に関する事項 
(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。 
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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 4,879 4,414

受取手形及び売掛金 4,442 4,209

有価証券 1,417 1,417

商品及び製品 277 585

仕掛品 328 502

原材料及び貯蔵品 517 776

その他 212 176

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 12,068 12,076

固定資産   

有形固定資産 1,906 1,872

無形固定資産 645 604

投資その他の資産   

投資有価証券 1,552 1,496

その他 1,482 1,436

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,033 2,933

固定資産合計 5,586 5,410

資産合計 17,654 17,486

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,856 2,194

短期借入金 40 40

未払法人税等 32 11

製品保証引当金 82 78

賞与引当金 191 86

その他 899 713

流動負債合計 3,101 3,125

固定負債   

退職給付引当金 58 58

役員退職慰労引当金 3 3

負ののれん 46 40

その他 814 811

固定負債合計 921 914

負債合計 4,023 4,039
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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 4,909 4,909

資本剰余金 4,510 4,510

利益剰余金 4,437 4,284

自己株式 △412 △412

株主資本合計 13,444 13,291

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 170 141

その他の包括利益累計額合計 170 141

少数株主持分 15 14

純資産合計 13,630 13,446

負債純資産合計 17,654 17,486
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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 3,065 3,143

売上原価 2,412 2,426

売上総利益 653 717

販売費及び一般管理費 684 689

営業利益又は営業損失（△） △31 27

営業外収益   

受取利息 6 1

受取配当金 20 13

負ののれん償却額 5 5

その他 12 10

営業外収益合計 45 32

営業外費用   

支払利息 0 0

支払手数料 6 5

その他 0 0

営業外費用合計 7 6

経常利益 6 53

特別損失   

投資有価証券評価損 － 8

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 13 8

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（△）

△7 45

法人税、住民税及び事業税 3 3

法人税等調整額 △24 85

法人税等合計 △20 89

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（△）

13 △43

少数株主利益 0 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12 △43
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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（△）

13 △43

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 △29

その他の包括利益合計 △33 △29

四半期包括利益 △19 △72

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20 △72

少数株主に係る四半期包括利益 0 △0
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 
 

(4) セグメント情報  
【セグメント情報】 

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）及び当第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)  

     

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。 

   

(5) 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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