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(百万円未満切捨て)

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）

（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 757 △18.3 △53 ― △48 ― △59 ―
23年３月期第２四半期 928 4.2 △78 ― △51 ― △96 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 △59百万円(―％) 23年３月期第２四半期 △96百万円(―％)

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 △207.43 ―
23年３月期第２四半期 △337.42 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 1,489 1,329 89.3
23年３月期 1,500 1,389 92.6

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 1,329百万円 23年３月期 1,389百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00

24年３月期(予想) ― 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、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 1,680 △3.3 0 ― 0 ― 0 ― 0.00



  

 

 

 
  

・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。 

  

・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、添付

資料P２「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、主なＱ＆Ａ

等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成23年11月18日（金）・・・・・・アナリスト向け決算説明会 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規   ―社 (社名)    除外   ―社 (社名)

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 304,023株 23年３月期 304,023株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 16,749株 23年３月期 16,749株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 287,274株 23年３月期２Ｑ 287,274株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から徐々に回復

する動きが見られるものの、欧州債務問題をはじめとして世界経済の下振れリスクから円高基調が続き、先

行きが不透明な状況で推移しました。 

このような厳しい経営環境のなかで、当社グループはテストソリューションビジネスを積極的に推進し、

既存顧客のニーズに迅速に対応するとともに、新規顧客の開拓や自社製品の開発にも取り組んで参りまし

た。その成果は第２四半期で着実に上がっていますが、既存顧客の発注減少を当累計期間内で補うことはで

きませんでした。その結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は７億57百万円（前年同期比18.3％

減）となりました。 

損益面では、経営の効率化による収益性の向上や外注費の内製化、経費削減等に努めた結果、営業損失53

百万円（前年同期：営業損失78百万円）、経常損失48百万円（前年同期：経常損失51百万円）、四半期純損

失59百万円（前年同期：四半期純損失96百万円）となりました。 

なお、セグメント別では、テストソリューション事業の売上高は６億64百万円（前年同期比17.3％減）、

セグメント損失48百万円（前年同期：セグメント損失76百万円）、組込ソリューション事業の売上高は１億

５百万円（前年同期比27.6％減）、セグメント損失６百万円（前年同期：セグメント損失２百万円）となり

ました。 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の資産総額は14億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円減

少いたしました。流動資産は11億39百万円となり、12百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形

及び売掛金の増加23百万円、現金及び預金の増加６百万円、前払費用の増加７百万円等と、仕掛品の減

少25百万円等によるものであります。固定資産は３億49百万円となり、23百万円減少いたしました。主

な要因は、子会社の移転に伴う敷金の減少15百万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の負債合計は１億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万円増

加いたしました。流動負債は１億41百万円となり、53百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入

金の増加50百万円等によるものであります。固定負債は18百万円となり、４百万円減少いたしました。

主な要因は、長期未払金の減少４百万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の純資産合計は13億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ59百万円

減少いたしましたが、これは利益剰余金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は、

92.6％から89.3％となりました。 

  

連結業績予想の修正については、平成23年10月21日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照

してください。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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２．四半期連結財務諸表
（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 456,481 463,329

受取手形及び売掛金 574,260 597,622

製品 1,008 282

仕掛品 45,000 19,690

原材料 1,364 1,128

その他 49,311 57,535

流動資産合計 1,127,427 1,139,588

固定資産

有形固定資産 150,288 142,374

無形固定資産

のれん 81,513 67,928

その他 64,306 78,266

無形固定資産合計 145,819 146,194

投資その他の資産 76,949 61,009

固定資産合計 373,057 349,578

資産合計 1,500,485 1,489,167

負債の部

流動負債

買掛金 19,624 11,214

短期借入金 － 50,000

未払法人税等 5,128 6,821

賞与引当金 － 5,220

受注損失引当金 3,407 8,038

資産除去債務 2,033 －

その他 57,577 59,709

流動負債合計 87,770 141,004

固定負債

長期未払金 11,500 7,300

資産除去債務 10,300 9,452

その他 1,372 1,457

固定負債合計 23,172 18,209

負債合計 110,943 159,214

純資産の部

株主資本

資本金 389,776 389,776

資本剰余金 339,662 339,662

利益剰余金 743,084 683,495

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,389,542 1,329,952

純資産合計 1,389,542 1,329,952

負債純資産合計 1,500,485 1,489,167
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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：千円)

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 928,023 757,855

売上原価 680,983 559,375

売上総利益 247,040 198,479

販売費及び一般管理費 325,800 251,815

営業損失（△） △78,760 △53,335

営業外収益

受取利息 79 47

受取保険料 321 －

助成金収入 21,031 4,004

その他 6,022 602

営業外収益合計 27,454 4,654

営業外費用

支払利息 496 254

雑損失 181 －

営業外費用合計 678 254

経常損失（△） △51,984 △48,935

特別損失

特別退職金 14,360 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,199 －

固定資産除却損 968 93

瑕疵担保責任履行損失 － 3,106

賃貸借契約解約損 － 3,242

特別損失合計 21,528 6,443

税金等調整前四半期純損失（△） △73,513 △55,378

法人税、住民税及び事業税 415 3,754

法人税等調整額 23,004 456

法人税等合計 23,419 4,210

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △96,932 △59,589

四半期純損失（△） △96,932 △59,589
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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：千円)

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損失（△） △96,932 △59,589

四半期包括利益 △96,932 △59,589

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △96,932 △59,589
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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） 

該当事項はありません。 

  

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：千円）

 
(注）１．セグメント損失の調整額291千円は、セグメント間取引消去900千円、棚卸資産及び固定資産の調整額△608

千円であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

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：千円）

 
(注）１．セグメント損失の調整額1,542千円は、セグメント間取引消去900千円、棚卸資産及び固定資産の調整額642

千円であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
(注1)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注2)テストソリュ
ーション事業

組込ソリュー
ション事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 804,130 123,893 928,023 ― 928,023

 セグメント間の内部売上高又は 
 振替高

― 21,521 21,521 △21,521 ―

計 804,130 145,414 949,545 △21,521 928,023

セグメント損失(△) △76,780 △2,270 △79,051 291 △78,760

報告セグメント
調整額 
(注1)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注2)テストソリュ
ーション事業

組込ソリュー
ション事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 664,351 93,503 757,855 ― 757,855

 セグメント間の内部売上高又は 
 振替高

440 11,736 12,176 △12,176 ―

計 664,791 105,240 770,031 △12,176 757,855

セグメント損失(△) △48,573 △6,304 △54,877 1,542 △53,335
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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) 

該当事項はありません。 

（５）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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