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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 47,063 4.1 △117 ― △116 ― △114 ―
23年3月期第2四半期 45,199 13.3 △42 ― 33 ― 1,346 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △380百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 1,059百万円 （―％）

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2四半期 △4.57 ―
23年3月期第2四半期 61.76 ―

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

24年3月期第2四半期 64,471 27,579 42.8 1,096.42
23年3月期 65,215 28,268 43.3 1,111.55
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  27,579百万円 23年3月期  28,268百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ― 4.00
24年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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、対前期増減率）

（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

通期 98,000 1.8 1,100 64.5 1,100 25.4 400 △87.4 15.90



(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  ：  有  
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
半期連結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 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。 

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2Q 25,677,894 株 23年3月期 25,677,894 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 523,356 株 23年3月期 246,289 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 25,136,095 株 23年3月期2Q 21,807,593 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我が国経済は、東日本大震災発生により生産活動が大幅に低下したものの急速

なサプライチェーンの復旧により、生産面、需要面ともに持ち直し、除々に回復しつつあります。しかしながら、い

まだ収束しない欧州の財政危機や米国の景気低迷、これらを背景とした急激な円高進行や株価低迷に伴う設備投資へ

の慎重姿勢、今後の原発停止による電力制約といった諸要因により、先行きの不透明感は高まってきております。 

 当社グループが関連する情報サービス産業でも、お客さまの国内におけるIT投資抑制傾向が継続しており、新規案

件の先送りやコストダウン要請など、厳しい事業環境が続いております。 

 一方、電子デバイス分野におきましては、AV家電向けHDDが減少したものの、半導体が中国の旺盛な需要に牽引さ

れたことにより、売上高は前年同期を上回る結果となりました。しかしながら、新興国の経済成長の減速懸念など、

今後の事業環境における先行きの不透明感は強まっております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高470億63百万円（前年同期比4.1％

増）、営業損失１億17百万円（前年同期は42百万円の営業損失）、経常損失１億16百万円（前年同期は33百万円の経

常利益）、四半期純損失１億14百万円（前年同期は13億46百万円の純利益）となりました。 

 なお、主要なセグメントの状況は以下のとおりであります。 

  

 ネットワークソリューションサービスにつきましては、IPテレフォニーを中心としたサービスビジネスと金融、公

共、鉄道関連のお客さまを中心にネットワークインフラの構築商談を展開いたしました。また、お客さまの関心が非

常に高いFMC（注）やスマートフォンを中心としたモバイルソリューションにも積極的に取り組み、売上・利益の拡

大に努めました。 

 システムインテグレーションサービスにつきましては、流通・食品、医療ヘルスケアを中心にソリューションビジ

ネスを展開し、売上は堅調に推移いたしました。また、得意とするシネマシステム、市場（いちば）システムの独自

ソリューション展開に加え、様々なソリューションサービスをテンプレート化した商品「Kit Fit（キットフィッ

ト）」を活用した中堅企業向けのソリューション強化にも注力し、売上・利益の拡大を図りました。 

 しかしながら、不透明な経済情勢を背景とした設備投資抑制の影響から売上は伸び悩みました。 

 この結果、セグメント売上高は305億21百万円（前年同期比0.3％減）と前年同期をやや下回る結果となり、セグメ

ント利益は価格競争の影響もあって４億29百万円の損失（前年度同期は１億45百万円の損失）となりました。 

（注）FMC（Fixed Mobile Convergence） 

   携帯電話を家の中では固定電話の子機として使えるといったような、移動体通信と有線通信を融合した通信サ

ービスの形態 

  

 半導体ビジネスにつきましては、東日本大震災の影響による生産調整により一時的な停滞が見られたものの、中国

市場の旺盛な需要に牽引され、FA機器・自動車向けLSI・メモリが好調に推移し、また、復興需要による電源用パワ

ーデバイスや空調機向けセンサーも引続き堅調に推移し、売上を伸ばすことができました。 

 電子機器ビジネスにつきましては、海外製3.5インチHDDは、AV家電エコポイント終了等の影響で前年同期に比べ減

少いたしましたが、企業向け3.5インチHDDがメーカーの新機種投入の遅れがあったにもかかわらず堅調に推移いたし

ました。 

 この結果、セグメント売上高は153億24百万円（前年同期比12.9％増）、セグメント利益は３億31百万円（前年同

期比179.7％増）の利益を計上することができました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して７億43百万円減少し、644億71百万円となりまし

た。この主な要因は、売上債権の減少及び借入金の返済、たな卸資産の増加等によるものであります。 

 また、純資産は275億79百万円となり、自己資本比率は42.8％（前連結会計年度末は43.3％、前年同四半期末は

39.7％）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

 情報ネットワークソリューションサービス

 電子デバイス 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間における業績の進捗を踏まえ、業績予想の見直しを行った結果、通期の個別業績予想につ

いて修正をいたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成23年10月28日）公表いたしました「平成24年3月期第2四半期累計期間の業績予想

数値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

(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 

 税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税

等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

(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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,536 12,217

受取手形及び売掛金 25,348 22,830

たな卸資産 6,600 8,906

繰延税金資産 1,116 1,378

未収還付法人税等 113 0

その他 711 705

貸倒引当金 △49 △49

流動資産合計 46,377 45,988

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,597 1,637

減価償却累計額 △644 △671

建物及び構築物（純額） 952 965

機械装置及び運搬具 10 10

減価償却累計額 △6 △7

機械装置及び運搬具（純額） 4 3

土地 2,346 2,346

リース資産 781 1,009

減価償却累計額 △394 △505

リース資産（純額） 387 503

建設仮勘定 129 158

その他 904 898

減価償却累計額 △759 △769

その他（純額） 145 129

有形固定資産合計 3,966 4,106

無形固定資産   

のれん 476 421

リース資産 499 522

その他 405 377

無形固定資産合計 1,381 1,321

投資その他の資産   

投資有価証券 4,650 4,322

長期貸付金 172 170

繰延税金資産 3,449 3,611

長期預金 3,900 3,600

その他 1,487 1,520

貸倒引当金 △169 △169

投資その他の資産合計 13,490 13,054

固定資産合計 18,838 18,483

資産合計 65,215 64,471
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,791 14,721

短期借入金 6,780 6,466

1年内返済予定の長期借入金 1,070 1,146

リース債務 371 459

未払法人税等 380 369

賞与引当金 2,062 1,972

受注損失引当金 62 192

その他 3,212 2,966

流動負債合計 28,731 28,293

固定負債   

長期借入金 1,360 1,174

リース債務 601 694

繰延税金負債 1 1

退職給付引当金 5,680 6,156

役員退職慰労引当金 370 34

長期未払金 － 359

負ののれん 69 52

災害損失引当金 127 119

その他 5 5

固定負債合計 8,215 8,597

負債合計 36,946 36,891

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,812 9,812

資本剰余金 4,100 4,102

利益剰余金 14,484 14,266

自己株式 △164 △372

株主資本合計 28,232 27,809

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 112 △144

為替換算調整勘定 △76 △85

その他の包括利益累計額合計 35 △229

純資産合計 28,268 27,579

負債純資産合計 65,215 64,471
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 45,199 47,063

売上原価 37,840 39,624

売上総利益 7,359 7,439

販売費及び一般管理費 7,402 7,556

営業損失（△） △42 △117

営業外収益   

受取利息 18 14

受取配当金 35 32

負ののれん償却額 17 17

株式割当益 101 －

その他 56 40

営業外収益合計 228 105

営業外費用   

支払利息 64 60

為替差損 70 29

その他 17 14

営業外費用合計 152 104

経常利益又は経常損失（△） 33 △116

特別利益   

投資有価証券売却益 213 －

災害損失引当金戻入額 － 7

負ののれん発生益 1,349 －

特別利益合計 1,563 7

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 123 2

特別退職金 40 15

事務所移転費用 － 1

特別損失合計 164 20

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（△）

1,432 △129

法人税等 71 △14

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（△）

1,361 △114

少数株主利益 14 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,346 △114
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,361 △114

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △301 △256

為替換算調整勘定 － △8

その他の包括利益合計 △301 △265

四半期包括利益 1,059 △380

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,071 △380

少数株主に係る四半期包括利益 △11 －
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,432 △129

減価償却費 265 348

有形固定資産除却損 0 0

のれん償却額 7 54

負ののれん償却額 △17 △17

負ののれん発生益 △1,349 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △24 △90

退職給付引当金の増減額（△は減少） 449 476

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 58 △336

受注損失引当金の増減額（△は減少） △17 130

受取利息及び受取配当金 △53 △47

支払利息 64 60

為替差損益（△は益） － 19

投資有価証券売却損益（△は益） △213 －

投資有価証券評価損益（△は益） 123 2

その他の営業外損益（△は益） △107 △8

売上債権の増減額（△は増加） 261 2,404

たな卸資産の増減額（△は増加） △851 △2,343

その他の資産の増減額（△は増加） △36 0

仕入債務の増減額（△は減少） △2,425 96

未払消費税等の増減額（△は減少） 102 △81

その他の負債の増減額（△は減少） △51 166

小計 △2,391 707

利息及び配当金の受取額 53 47

利息の支払額 △64 △60

その他の収入 47 49

その他の支出 △17 △18

特別退職金の支払額 △93 △53

法人税等の支払額 △125 △191

法人税等の還付額 176 110

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,414 590
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

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 △0 △0

定期預金の払戻による収入 － 19

有形固定資産の取得による支出 △233 △453

有形固定資産の売却による収入 141 381

投資有価証券の取得による支出 △30 △115

投資有価証券の売却による収入 334 32

子会社株式の取得による支出 △789 △10

貸付けによる支出 － △0

貸付金の回収による収入 4 2

その他 △21 △57

投資活動によるキャッシュ・フロー △594 △202

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △18 △300

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △179 △215

長期借入れによる収入 310 －

長期借入金の返済による支出 △440 △110

自己株式の取得による支出 △1 △242

自己株式の処分による収入 － 36

子会社の自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △87 △102

少数株主への配当金の支払額 △26 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △443 △933

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,452 △599

現金及び現金同等物の期首残高 14,873 12,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,421 11,539
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 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報          （単位：百万円）

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器の販売施工や環境装置、計

測制御機器の販売及び人材派遣業等を含んでおります。 

2 セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

3 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報          （単位：百万円）

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器の販売施工や環境装置、計

測制御機器の販売及び人材派遣業等を含んでおります。 

  2 セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

  3 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

 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）セグメント情報等

  報告セグメント 

その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

  

情報ネットワー

クソリューショ

ンサービス 

電子デバイス 計 

売上高               

外部顧客への売上高  30,611  13,570  44,182  1,017  45,199  －  45,199

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 28  86  115  171  286  (286)  －

計  30,639  13,657  44,297  1,189  45,486  (286)  45,199

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △145  118  △27  △23  △50  8  △42

  報告セグメント 

その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

  

情報ネットワー

クソリューショ

ンサービス 

電子デバイス 計 

売上高               

外部顧客への売上高  30,521  15,324  45,845  1,218  47,063  －  47,063

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 34  93  127  161  289  (289)  －

計  30,555  15,417  45,973  1,379  47,352  (289)  47,063

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △429  331  △98  △29  △128  10  △117

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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