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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 263 △30.6 △222 ― △226 ― △226 ―
23年3月期第1四半期 379 101.0 △167 ― △189 ― △190 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △225百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △185百万円 （―％）

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 △4,385.04 ―
23年3月期第1四半期 △3,677.63 ―

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 2,714 1,275 46.0
23年3月期 2,859 1,500 51.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,249百万円 23年3月期  1,474百万円

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

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) 783 3.3 △385 ― △395 ― △395 ― △7,634.17
通期 3,000 5.1 120 △17.3 105 5.0 100 12.4 1,932.70
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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（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 

4.  その他

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 51,741 株 23年3月期 51,741 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 51,741 株 23年3月期1Q 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの寸断や電力不足、消費

者マインドの悪化など、その影響の大きさを確認する結果となりました。当社グループが主要マーケットとする放送

業界においても、スポンサー企業が一時的にスポット広告出稿を自粛する動きもありましたが、既に広告自粛ムード

も緩和し、スポット広告出稿も回復の兆しを見せています。 

 当社事業においては、季節的要因により例年第1四半期は需要が減退します。そのようななか、当社は、年度後半

の需要増加時期に向けて国内および海外での営業活動と新製品開発活動に注力しました。その結果、当第１四半期連

結累計期間の当社グループの売上高は、263百万円（前年同期比30.6%減）となりました。製品グループ別内訳では、

放送系が85百万円（同23.4%減）、通信系が165百万円（同33.7%減）、その他が12百万円（同33.4%減）となりまし

た。この結果は、当社計画に沿ったものと言えます。  

 損益面では、売上原価148百万円、販売費及び一般管理費337百万円を計上した結果、営業損失は222百万円（前年

同期は営業損失 百万円）となりました。営業外費用として為替差損７百万円などが発生し、経常損失は226百万円

（前年同期は経常損失 百万円）、四半期純損失は226百万円（前年同期は四半期純損失 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１四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145百万円減少し、2,714百万円となりまし

た。主な変動要因は、受取手形及び売掛金の減少828百万円、現金及び預金の増加599百万円等によるものでありま

す。 

（負債） 

 当第１四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80百万円増加し、1,438百万円となりまし

た。主な変動要因は、買掛金の減少121百万円、リース債務の増加54百万円、短期借入金の増加47百万円、長期借入

金の増加38百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加33百万円等によるものであります。  

（純資産） 

 当第１四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225百万円減少し、1,275百万円となりまし

た。主な純資産の変動要因は四半期純損失226百万円により、利益剰余金が226百万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１四半期連結累計期間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

593百万円増加し、1,314百万円となりました。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） 

 営業活動の結果獲得した資金は490百万円（前年同期は241百万円の獲得）となりました。これは主に、売上債権の

減少826百万円、税金等調整前四半期純損失226百万円、仕入債務の減少120百万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） 

 投資活動の結果使用した資金は６百万円（前年同期は124百万円の獲得）となりました。これは主に、定期預金の

預入による支出５百万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） 

 財務活動の結果増加した資金は112百万円（前年同期は347百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入れ

による収入100百万円、短期借入金の純増額47百万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24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表した「平成23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．当四半期決算に関する定性的情報

167

189 190
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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。  

  

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：千円）

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 850,400 1,449,732

受取手形及び売掛金 1,341,540 512,630

商品及び製品 359,591 434,012

原材料及び貯蔵品 40,303 42,159

その他 110,971 49,310

貸倒引当金 △12,594 △3,440

流動資産合計 2,690,213 2,484,405

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,885 3,758

機械装置及び運搬具（純額） 233 218

工具、器具及び備品（純額） 57,646 51,275

リース資産（純額） 18,874 23,464

有形固定資産合計 80,640 78,717

無形固定資産   

ソフトウエア 22,193 19,191

リース資産 － 66,135

その他 2,777 2,990

無形固定資産合計 24,970 88,317

投資その他の資産   

投資有価証券 26,808 26,642

その他 36,520 35,941

投資その他の資産合計 63,328 62,584

固定資産合計 168,939 229,619

資産合計 2,859,153 2,714,024

負債の部   

流動負債   

買掛金 214,356 93,334

短期借入金 385,000 432,000

1年内償還予定の社債 35,000 35,000

1年内返済予定の長期借入金 101,640 134,964

その他 84,353 112,297

流動負債合計 820,350 807,596

固定負債   

社債 197,500 197,500

長期借入金 110,220 148,709

長期未払金 － 205,110

役員退職慰労引当金 205,110 －

リース債務 24,417 79,032

その他 686 596

固定負債合計 537,933 630,948

負債合計 1,358,283 1,438,544
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（単位：千円）

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 1,579,922 1,579,922

資本剰余金 2,063,238 2,063,238

利益剰余金 △2,067,789 △2,294,676

株主資本合計 1,575,371 1,348,484

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,559 △4,725

為替換算調整勘定 △95,914 △94,252

その他の包括利益累計額合計 △100,474 △98,978

新株予約権 25,972 25,972

純資産合計 1,500,869 1,275,479

負債純資産合計 2,859,153 2,714,024
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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：千円）

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 379,722 263,368

売上原価 192,669 148,243

売上総利益 187,052 115,125

販売費及び一般管理費   

役員報酬 54,800 54,800

給料及び手当 75,880 96,847

研究開発費 99,433 63,846

役員退職慰労引当金繰入額 7,340 －

その他 117,360 121,748

販売費及び一般管理費合計 354,815 337,242

営業損失（△） △167,762 △222,117

営業外収益   

受取利息 113 20

貸倒引当金戻入額 － 9,081

その他 18 0

営業外収益合計 131 9,102

営業外費用   

支払利息 4,817 3,802

社債利息 － 453

為替差損 16,342 7,471

その他 592 1,543

営業外費用合計 21,753 13,271

経常損失（△） △189,383 △226,286

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,950 －

特別利益合計 4,950 －

特別損失   

投資有価証券評価損 599 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,536 －

特別損失合計 5,136 －

税金等調整前四半期純損失（△） △189,570 △226,286

法人税、住民税及び事業税 600 600

法人税等合計 600 600

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △190,170 △226,886

四半期純損失（△） △190,170 △226,886
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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：千円）

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損失（△） △190,170 △226,886

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,829 △165

為替換算調整勘定 8,417 1,661

その他の包括利益合計 4,587 1,496

四半期包括利益 △185,582 △225,390

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △185,582 △225,390

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

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（△） △189,570 △226,286

減価償却費 18,432 17,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,950 △9,081

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,340 △205,110

受取利息及び受取配当金 △113 △20

支払利息 4,817 3,802

社債利息 － 453

為替差損益（△は益） 9,680 9,003

投資有価証券評価損益（△は益） 599 －

売上債権の増減額（△は増加） 516,462 826,250

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,184 △77,945

仕入債務の増減額（△は減少） △88,637 △120,921

前受金の増減額（△は減少） － △1,282

長期未払金の増減額（△は減少） － 205,110

その他 52,635 76,179

小計 247,512 497,578

利息及び配当金の受取額 113 20

利息の支払額 △4,028 △4,417

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,290 △2,424

営業活動によるキャッシュ・フロー 241,307 490,757

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 △5,742 △5,715

定期預金の払戻による収入 139,560 －

有形固定資産の取得による支出 △5,896 －

無形固定資産の取得による支出 △982 △622

その他 △2,014 129

投資活動によるキャッシュ・フロー 124,923 △6,208

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） △324,431 47,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △20,340 △28,187

リース債務の返済による支出 △2,790 △6,613

財務活動によるキャッシュ・フロー △347,562 112,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,303 △3,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,365 593,615

現金及び現金同等物の期首残高 1,133,569 720,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,149,934 1,314,332
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 該当事項はありません。  

  

 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

（６）重要な後発事象
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