
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 池上通信機株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6771 URL http://www.ikegami.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 松原 正樹

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 鈴木 玉生 TEL 03-5700-1113
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 7,636 △12.8 △1,173 ― △1,223 ― △1,388 ―

23年3月期第2四半期 8,753 △24.4 △1,493 ― △1,496 ― △1,517 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,629百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,816百万円 （―％）

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 △19.13 ―

23年3月期第2四半期 △20.90 ―

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 26,049 3,773 14.5
23年3月期 28,782 5,402 18.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,773百万円 23年3月期  5,402百万円

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 ― 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）

（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 27,000 10.7 200 ― 200 ― 100 ― 1.38



(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2Q 72,857,468 株 23年3月期 72,857,468 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 266,029 株 23年3月期 264,581 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 72,592,376 株 23年3月期2Q 72,610,024 株



 

 

 
 
「参考」個別業績予想 
平成24年３月期の個別業績予想（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 25,000 7.2 300 ― 300 ― 200 ― 2.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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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２四半期連結累計期間（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日）におけるわが国の経済は、

東日本大震災により停滞を余儀なくされた生産活動がサプライチェーン等の復旧に伴い確実に回復し

つつあるものの、急激な円高の進行や欧州地域の財政不安が顕在化するなど世界的な景気減速に対す

る懸念もあり、先行きの不透明感が強まっています。 

 

このような状況下において、当社グループの第２四半期の連結売上高は、以下のとおりとなりまし

た。 

国内販売につきましては、景気減速の影響が色濃く残り、設備投資抑制の継続、設備計画の先送り

等により売上高が減少しました。前年同期と比べて、放送用伝送機器の売上が伸長するとともに放送

局向け中継車システム、ファイルベース・マネジメントシステムの販売は堅調でしたが、放送用 HD

カメラ、錠剤検査装置、セキュリティカメラシステム等の販売が落ち込み、国内の売上高は総じて漸

減傾向で推移することとなりました。また、海外においては、北米・欧州地域では放送機器等の販売

が回復の兆しを見せて参りましたが、想定を上回る円高により円貨換算ベースでの売上高が減少し、

連結売上高は前年同期と比べ、12.8%減の 76 億 36 百万円となりました（前年同期売上高 87 億 53 百

万円）。 

損益面につきましては、平成 23 年４月に昨年度に引き続き希望退職者の応募を実施するなど人件

費・経費節減等の施策を断行した結果、売上原価率が改善するとともに、販売費及び一般管理費も減

少し、営業損益は前年同期と比べ３億 19 百万円改善し、営業損失 11 億 73 百万円（前年同期営業損

失14億93百万円）となりました。 

経常損益につきましては、為替差損等の営業外費用を計上し、経常損失12億23百万円（前年同期

経常損失14億96百万円）となりました。 

終損益につきましては、希望退職者に係る早期割増退職金、遊休資産となっていた大田区東糀谷

の固定資産売却に伴う減損損失等の特別損失を計上しましたが、大田区池上の土地建物を譲渡し固定

資産売却益等の特別利益を計上したことにより、四半期純損失13億88百万円（前年同期四半期純損

失15億17百万円）となりました。 

 

（所在地別セグメントの概況） 

①日本 

日本における売上高のうち国内販売につきましては、景気減速の影響が色濃く残り、設備投資抑制

の継続、設備計画の先送り等により売上高が減少しました。前年同期と比べて、放送用伝送機器の売

上が伸長するとともに放送局向け中継車システム、ファイルベース・マネジメントシステムの販売は

堅調でしたが、放送用 HD カメラ、錠剤検査装置、セキュリティカメラシステム等の販売が落ち込み、

国内の売上高は総じて漸減傾向で推移することとなりました。 

輸出面におきましては、アジア地域向けの輸出が減少したことに加え、想定を上回る円高により円

貨換算ベースで売上高が減少しました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における日本の売上高は 68 億 87 百万円（前年同期売上高

81億25百万円）となりました。 

 

②北米 

主たる販売エリアである北米地域におきましては景気回復の見通しが依然として不透明な状況にあ

りますが、放送用 HD カメラシステム等の販売が前年同期と比べ改善したことに加え、南米地域での

大型納入もあり、ドルベースでは前年同期に比べ売上高は増加しました。しかし対ドルで急激に円高

が進行したため、売上高は11億49百万円（前年同期売上高12億27百万円）となりました。 
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③ヨーロッパ 

主たる販売地域である欧州各国において、不安定な経済環境が続きながらも、放送用 HD カメラシ

ステムの需要に回復の兆しが出てくるとともに医療用カメラシステムの販売が増加しました。前年同

期と比べ売上高はユーロベースで 25％超伸長しましたが、円換算では売上高は５億 47 百万円（前年

同期売上高４億９百万円）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、260 億 49 百万円であり、前連結会計年度末に比べ27 億

33 百万円減少しました。流動資産は現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の減少、たな卸資産

の増加等により、前連結会計年度末に比べ 19 億 92 百万円減の 207 億 28 百万円となりました。固定

資産は有形固定資産や投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ７億 40 百万円減の 53

億20百万円となりました。 

 

 負債総額は 222 億 76 百万円であり、前連結会計年度末に比べ 11 億３百万円減少しました。流動

負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ７億 46 百万円減の 60 億 20

百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ３億 56 百

万円減の162億55百万円となりました。 

 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ16億 29 百万円減少し、37億 73百万円となりました。

これは主として、当第２四半期連結累計期間の純損失計上による利益剰余金の減少等によるもので

す。 

 この結果、自己資本比率は、14.5%（前連結会計年度末18.8%）となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半

期純損失13億 77百万円を計上し、売上債権の減少額55億 67百万円、たな卸資産の増加額19億 94

百万円、仕入債務の減少額８億 25 百万円等により、12 億 41 百万円の収入となりました（前年同期

比８億44百万円の収入増加）。 

 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の売却による収入６億 94 百万円、

定期預金の預入による支出 11 億 90 百万円等により、５億 95 百万円の支出となりました（前年同期

比５億57百万円の支出増加）。 

 

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入金の返済による支出２億 37 百万円、社

債の償還による支出 70 百万円等により、３億 42 百万円の支出となりました（前年同期比 18 百万円

の支出減少）。 

 以上の結果により、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度

末に比べ２億67百万円増加し、42億92百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 23 年６月１日に公表しました平成 24 年３月期の連結業績予想に比べ、当第２四半期連結累

計期間の売上高は、通期予想を 12 ヶ月で除した進捗率と大きな乖離があります。これは、客先要求

により年度末に納期を迎える受注が比較的多いことから第４四半期連結会計期間（１月～３月）に

売上が集中する傾向があるためです。 
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損益を含めた業績は、概ね期初の計画通りに進捗していると考えていますので、平成 23 年６月１

日に公表しました通期の業績予想は、現状において変更はありません。 

 

なお、当期において厚生年金基金の代行部分（過去分）にかかる返上の手続を実施する予定であ

り、業績に一定の影響が生じる見込ですが、当該影響額は当該業績予想に含まれてはおらず、明ら

かになった時点で公表いたします。 

 

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。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失および当期純損失を計上しており、

当第２四半期連結累計期間において 11 億 73 百万円の営業損失および 13 億 88 百万円の四半期純損

失を計上しました。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が生じさせるような状況が

存在しています。 

 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、収益力の向上および財務体質の強化を図り、安定した

経営基盤を築くために、次の対応策を進めています。 

 

① グローバル市場での売上規模の拡大 

グローバル市場での売上規模拡大を目指し、海外戦略立案・推進支援を行う部門を設置し、販売

に努めています。また、通期海外売上高は、下期に韓国等での販売が好調に推移する見込みから、

前期実績を上回る予定です。 

 

② 生産構造改革 

第３四半期から一部製品の生産を海外メーカーに委託することを決定しました。また、他の製品

に関しても海外メーカーからの製品供給を受けることにより、製品ラインアップ強化とコストダウ

ンの両立を図ることを視野に入れています。特に、海外販売主要製品については、可能なものから

逐次、海外生産へシフトしていくことを具現化していきます。 

 

③ 開発の一元化 

第１四半期に開発人員を集結させ、「開発本部」とし一元化し、開発の効率化とスピード化を図る

とともに、当該取締役を議長とする全社会議体で開発進捗状況を共有化し、必要に応じて戦略の強

化・見直しを行っています。また、生産コストの低減化を実現させるため、開発製品に関しては設

計ＶＡの徹底に努めています。 

 

④ 希望退職者募集の実施 

第１四半期に希望退職者の募集を実施しました。また、管理職給与の減額、全社員賞与の減額、

一時休業実施等の施策は引続き継続しており、固定費を抑制しています。 

 

⑤ 固定資産の有効活用 

固定資産の有効活用・ 適化に向けた取り組みとして、９月に前連結会計年度３月 30 日開示した

大田区池上の土地建物の引渡しが完了しました。また、遊休資産となっていた大田区東糀谷の土地

建物についても、９月22日開示のとおり、譲渡が決定しました。 
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⑥ その他 

将来の成長戦略に向けて、企業基盤の再構築を図るために、資金、資本政策等の財務改革等の検

討は引続き継続しています。 

 

 しかしながら、その対応策の実現および効果は実施が途上であることに加えて、急激な為替変動

等による国内外の市場動向の不透明性の影響を受ける可能性もあり、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。 

 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重

要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映していません。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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 4,325 5,782

受取手形及び売掛金 9,912 4,148

商品及び製品 2,475 2,134

仕掛品 4,327 6,184

原材料及び貯蔵品 1,418 1,713

その他 359 832

貸倒引当金 △96 △68

流動資産合計 22,720 20,728

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,413 1,207

土地 2,540 2,196

その他（純額） 867 739

有形固定資産合計 4,821 4,144

無形固定資産 408 428

投資その他の資産   

投資有価証券 727 658

長期貸付金 12 3

その他 208 203

貸倒引当金 △117 △117

投資その他の資産合計 831 747

固定資産合計 6,061 5,320

資産合計 28,782 26,049
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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 3,991 3,554

短期借入金 1,295 1,262

未払法人税等 45 32

賞与引当金 12 102

製品保証引当金 6 5

その他 1,415 1,063

流動負債合計 6,767 6,020

固定負債   

社債 280 210

長期借入金 796 583

繰延税金負債 1 －

退職給付引当金 15,130 15,129

役員退職慰労引当金 290 －

その他 113 332

固定負債合計 16,612 16,255

負債合計 23,379 22,276

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,022 10,022

資本剰余金 1,347 1,347

利益剰余金 △4,493 △5,881

自己株式 △41 △41

株主資本合計 6,835 5,446

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2 △58

為替換算調整勘定 △1,434 △1,615

その他の包括利益累計額合計 △1,432 △1,673

純資産合計 5,402 3,773

負債純資産合計 28,782 26,049
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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 8,753 7,636

売上原価 7,314 6,082

売上総利益 1,439 1,553

販売費及び一般管理費 2,933 2,726

営業損失（△） △1,493 △1,173

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 40 38

不動産賃貸料 19 18

助成金収入 115 13

役員退職慰労引当金戻入額 － 63

貸倒引当金戻入額 － 22

その他 40 29

営業外収益合計 218 187

営業外費用   

支払利息 38 27

為替差損 172 195

その他 11 14

営業外費用合計 221 237

経常損失（△） △1,496 △1,223

特別利益   

固定資産売却益 － 460

投資有価証券売却益 1 7

貸倒引当金戻入額 22 －

特別利益合計 23 468

特別損失   

固定資産売却損 0 －

減損損失 － 174

固定資産除却損 5 21

投資有価証券評価損 17 －

関係会社株式評価損 15 0

早期割増退職金 － 426

特別損失合計 40 622

税金等調整前四半期純損失（△） △1,512 △1,377

法人税、住民税及び事業税 4 11

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,517 △1,388

四半期純損失（△） △1,517 △1,388
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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損失（△） △1,517 △1,388

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △89 △60

為替換算調整勘定 △209 △180

その他の包括利益合計 △298 △241

四半期包括利益 △1,816 △1,629

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,816 △1,629

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：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損失（△） △1,512 △1,377

減価償却費 338 311

減損損失 － 174

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △128 89

製品保証引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 528 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 △290

受取利息及び受取配当金 △43 △39

支払利息 38 27

為替差損益（△は益） 95 123

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △7

投資有価証券評価損益（△は益） 17 －

関係会社株式評価損 15 0

有形固定資産除却損 4 21

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △460

売上債権の増減額（△は増加） 6,417 5,567

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,856 △1,994

仕入債務の増減額（△は減少） △1,642 △825

未払消費税等の増減額（△は減少） △290 △159

早期割増退職金 － 426

その他 △171 110

小計 798 1,672

利息及び配当金の受取額 43 39

利息の支払額 △37 △26

早期割増退職金の支払額 △397 △426

法人税等の支払額 △10 △17

営業活動によるキャッシュ・フロー 396 1,241

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △125 △72

有形固定資産の売却による収入 0 694

無形固定資産の取得による支出 △17 △57

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 101 17

定期預金の預入による支出 － △1,190

貸付けによる支出 △1 －

貸付金の回収による収入 2 8

その他 3 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △38 △595
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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) 

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） △395 △7

長期借入れによる収入 400 －

長期借入金の返済による支出 △224 △237

社債の償還による支出 △120 △70

リース債務の返済による支出 △21 △27

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △360 △342

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 △35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41 267

現金及び現金同等物の期首残高 6,087 4,025

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,045 4,292
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失および当期純損失を計上しており、

当第２四半期連結累計期間において 11 億 73 百万円の営業損失および 13 億 88 百万円の四半期純損

失を計上しました。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が生じさせるような状況が

存在しています。 

 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、収益力の向上および財務体質の強化を図り、安定した

経営基盤を築くために、次の対応策を進めています。 

 

① グローバル市場での売上規模の拡大 

グローバル市場での売上規模拡大を目指し、海外戦略立案・推進支援を行う部門を設置し、販売

に努めています。また、通期海外売上高は、下期に韓国等での販売が好調に推移する見込みから、

前期実績を上回る予定です。 

 

② 生産構造改革 

第３四半期から一部製品の生産を海外メーカーに委託することを決定しました。また、他の製品

に関しても海外メーカーからの製品供給を受けることにより、製品ラインアップ強化とコストダウ

ンの両立を図ることを視野に入れています。特に、海外販売主要製品については、可能なものから

逐次、海外生産へシフトしていくことを具現化していきます。 

 

③ 開発の一元化 

第１四半期に開発人員を集結させ、「開発本部」とし一元化し、開発の効率化とスピード化を図る

とともに、当該取締役を議長とする全社会議体で開発進捗状況を共有化し、必要に応じて戦略の強

化・見直しを行っています。また、生産コストの低減化を実現させるため、開発製品に関しては設

計ＶＡの徹底に努めています。 

 

④ 希望退職者募集の実施 

第１四半期に希望退職者の募集を実施しました。また、管理職給与の減額、全社員賞与の減額、

一時休業実施等の施策は引続き継続しており、固定費を抑制しています。 

 

⑤ 固定資産の有効活用 

固定資産の有効活用・ 適化に向けた取り組みとして、９月に前連結会計年度３月 30 日開示した

大田区池上の土地建物の引渡しが完了しました。また、遊休資産となっていた大田区東糀谷の土地

建物についても、９月22日開示のとおり、譲渡が決定しました。 

 

⑥ その他 

将来の成長戦略に向けて、企業基盤の再構築を図るために、資金、資本政策等の財務改革等の検

討は引続き継続しています。 

 

 しかしながら、その対応策の実現および効果は実施が途上であることに加えて、急激な為替変動

等による国内外の市場動向の不透明性の影響を受ける可能性もあり、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。 

 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重

要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映していません。 
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（５）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等の適用） 

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）および
「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）を適用しています。 
なお、上記会計基準等および「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委

員会報告第 14 号）に基づき、当第２四半期連結累計期間の「貸倒引当金戻入額」を営業外収益に計
上していますが、前第２四半期連結累計期間については遡及処理を行っていません。 

 
（役員退職慰労金制度の廃止） 

当社は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のう
ち期末要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上していましたが、役員退職慰労金制度の廃止
に伴い、平成 23 年６月 29 日開催の第 70 回定時株主総会において、役員退職慰労金を打ち切り支給
することが決議されました。これにより、第 1 四半期連結会計期間において「役員退職慰労引当
金」を全額取崩し、打ち切り支給額未払分 227 百万円については固定負債「その他」に計上してい
ます。 

 
 
（６）セグメント情報等 
〔セグメント情報〕 

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）および当第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） 
当社グループは、情報通信機器の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

 
 
（７）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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５．（参考）四半期財務諸表（個別） 

 

（１）（要約）四半期貸借対照表（個別） 

（単位：百万円） 

 前事業年度 

（平成23年３月31日） 

当第２四半期会計期間 

（平成23年９月30日） 

資産の部   

流動資産 21,120 19,511

固定資産 9,579 8,899

資産合計 30,699 28,411

負債の部 

  流動負債 6,465 5,905

  固定負債 16,612 16,255

 負債合計 23,077 22,160

純資産の部 

  株主資本 7,619 6,308

  評価・換算差額等 2 △58

 純資産合計 7,621 6,250

 負債純資産合計 30,699 28,411

 

（２）（要約）四半期損益計算書（個別） 

（単位：百万円） 

 前第２四半期累計期間 

（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 8,125 6,887

売上原価 6,885 5,669

売上総利益 1,239 1,217

販売費及び一般管理費 2,437 2,296

営業損失（△） △1,198 △1,078

営業外収益 216 174

営業外費用 204 241

経常損失（△） △1,185 △1,145

特別利益 25 468

特別損失 40 622

税引前四半期純損失（△） △1,200 △1,299

法人税等 9 11

四半期純損失（△） △1,210 △1,311

 

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成19年内閣府令第63号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示してお

り、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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