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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 25,044 10.4 2,113 106.6 2,112 125.7 1,164 731.5
23年3月期第3四半期 22,675 7.0 1,023 111.4 936 74.4 140 63.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 787百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △288百万円 （―％）

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3四半期 34.38 ―
23年3月期第3四半期 4.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 36,080 28,432 76.2
23年3月期 36,313 28,347 75.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  27,507百万円 23年3月期  27,469百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ― 10.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 20.00

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 35,100 5.2 2,900 10.9 2,800 10.1 1,600 74.7 47.24



(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  

(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 
 本資料に記載した予想数値は、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、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記予想数値と異なる場合があります。 

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3Q 35,536,635 株 23年3月期 35,536,635 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,665,671 株 23年3月期 1,666,134 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 33,870,454 株 23年3月期3Q 33,875,928 株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、東日本大震災の復興に向けた回

復がみられるものの、急激な円高の進行による企業収益の悪化もみられ、依然として不透明な状況が続

いております。海外では、アジアの一部地域では景気の拡大がみられますが、欧州の財政危機問題等も

あり予断を許さない状況にあります。 

 このような環境の下、日本国内では、非常用、防災関連の放送システムや監視カメラ等のセキュリテ

ィ商品などの売上が伸張しました。海外につきましては、為替の円高基調により、邦貨換算による売上

額の目減りはありましたが、前期に販売会社を設立したアジア・パシフィック地域などの売上が伸張し

ました。 

 これらの結果、売上高は25,044百万円（前年同四半期比＋2,368百万円、10.4％増）となりました。

利益については売上の伸張や、販売費及び一般管理費の抑制効果により営業利益は2,113百万円(前年同

四半期比＋1,090百万円、106.6％増)、経常利益は2,112百万円(前年同四半期比＋1,176百万円、

125.7％増)、四半期純利益は1,164百万円(前年同四半期比＋1,024百万円、731.5％増)となりました。 

  

売上高は16,500百万円（前年同四半期比＋1,789百万円、12.2％増）、セグメント利益（営業利

益）は3,209百万円（前年同四半期比＋802百万円、33.3％増）となりました。 

 国内需要に持ち直しの兆しがあり、自治体への防災告知システムや大型商業施設の放送設備の納入

に加え、監視カメラ等のセキュリティ商品の販売が順調に推移したことにより売上高は伸張しまし

た。また利益面では、売上の伸張に加え生産コストの低減効果もあり、セグメント利益は増加しまし

た。 

  

売上高は1,468百万円（前年同四半期比△61百万円、△4.0％減）、セグメント利益（営業利益）は

20百万円（前年同四半期比＋45百万円）となりました。 

 特定市場に絞り込んだ営業活動を行いましたが、為替の円高影響による売上高の減少があり、売上

は伸び悩みました。利益面では、販売費及び一般管理費の減少もあり、セグメント利益は増加しまし

た。 

  

売上高は2,902百万円（前年同四半期比＋65百万円、2.3％増）、セグメント利益（営業利益）は

427百万円（前年同四半期比＋180百万円、72.7％増）となりました。 

 欧州地域では財政再建による混迷が依然懸念されるものの、市場に密着した各販売拠点の営業力強

化に注力し、販売が堅調に推移したことに加え、営業費用の削減もありセグメント利益は増加しまし

た。 

  

売上高は2,589百万円（前年同四半期比＋351百万円、15.7％増）、セグメント利益（営業利益）は

381百万円（前年同四半期比＋271百万円、246.7％増）となりました。 

 前連結会計年度に設立したインドネシア販売会社及びタイ販売会社での販売が順調に推移したこと

で売上高は伸張しました。利益面では、売上高の増加が固定費の増加を吸収し、セグメント利益は増

加しました。 

  

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

 セグメントの業績は、次のとおりであります。

（日本）

（アメリカ）

（欧州・ロシア）

（アジア・パシフィック）
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売上高は1,582百万円（前年同四半期比＋223百万円、16.5％増）、セグメント利益（営業利益）は

175百万円（前年同四半期比△8百万円、△4.4％減）となりました。 

 中国の堅調な設備需要により、大型物件の仕様化によるシステム提案を進めましたが、工場の原価

率の上昇や販売会社の販売費及び一般管理費の増加により、セグメント利益は減少しました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して233百万円減少しまし

た。資産の部では売上債権の回収が進み831百万円減少したことなどにより減少しました。負債及び純

資産の部では、仕入債務の減少172百万円や、配当金の支払い612百万円などにより減少しました。 

  

平成24年３月期の通期の業績予想につきましては、平成23年10月28日に公表しております「業績予想

の修正に関するお知らせ」の業績予想から変更しておりません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

・税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

（中国・東アジア）

（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

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,459 11,823

受取手形及び売掛金 6,929 6,097

有価証券 900 900

商品及び製品 3,622 4,590

仕掛品 462 722

原材料及び貯蔵品 1,592 1,811

その他 1,075 1,175

貸倒引当金 △112 △46

流動資産合計 26,931 27,074

固定資産

有形固定資産 5,991 5,948

無形固定資産 849 764

投資その他の資産 2,541 2,293

固定資産合計 9,382 9,005

資産合計 36,313 36,080

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,113 2,941

短期借入金 255 232

未払法人税等 273 148

引当金 607 461

その他 1,261 1,375

流動負債合計 5,511 5,159

固定負債

長期借入金 68 53

退職給付引当金 1,789 1,792

その他 595 642

固定負債合計 2,454 2,488

負債合計 7,965 7,647

純資産の部

株主資本

資本金 5,279 5,279

資本剰余金 6,866 6,866

利益剰余金 17,752 18,239

自己株式 △966 △966

株主資本合計 28,931 29,419

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 450 330

為替換算調整勘定 △1,912 △2,241

その他の包括利益累計額合計 △1,462 △1,911

少数株主持分 878 924

純資産合計 28,347 28,432

負債純資産合計 36,313 36,080
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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３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 22,675 25,044

売上原価 12,161 13,307

売上総利益 10,514 11,736

販売費及び一般管理費 9,491 9,623

営業利益 1,023 2,113

営業外収益

受取利息 15 20

受取配当金 33 34

受取保険金及び配当金 26 27

その他 59 51

営業外収益合計 133 133

営業外費用

支払利息 11 10

為替差損 196 115

その他 12 8

営業外費用合計 220 134

経常利益 936 2,112

特別利益

関係会社整理損失引当金戻入額 9 －

特別利益合計 9 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15 －

関係会社株式売却損 28 －

製品保証引当金繰入額 384 －

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 36 －

特別損失合計 465 －

税金等調整前四半期純利益 480 2,112

法人税等 288 803

少数株主損益調整前四半期純利益 192 1,309

少数株主利益 52 144

四半期純利益 140 1,164
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 192 1,309

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2 △120

為替換算調整勘定 △482 △401

その他の包括利益合計 △480 △522

四半期包括利益 △288 787

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △264 715

少数株主に係る四半期包括利益 △23 71
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

  

   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 

 
(注) セグメント利益の調整額△1,900百万円には、セグメント間取引消去98百万円及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用△1,999百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理

部門に係る費用であります。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

  

   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 

 
(注) セグメント利益の調整額△2,101百万円には、セグメント間取引消去△5百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△2,095百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管

理部門に係る費用であります。 

  

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】

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 
(注)

四半期連
結損益計 
算書計上 

額日本 アメリカ
欧州・
ロシア

アジア・パ
シフィック

中国・
東アジア

計

売上高

 外部顧客への売上高 14,711 1,529 2,837 2,238 1,358 22,675 ― 22,675

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

3,703 18 23 1,789 1,783 7,319 △7,319 ―

計 18,415 1,548 2,860 4,027 3,142 29,994 △7,319 22,675

セグメント利益又は損
失（△） 
（営業利益又は営業損
失（△））

2,407 △24 247 110 183 2,923 △1,900 1,023

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 
(注)

四半期連
結損益計 
算書計上 

額日本 アメリカ
欧州・
ロシア

アジア・パ
シフィック

中国・
東アジア

計

売上高

 外部顧客への売上高 16,500 1,468 2,902 2,589 1,582 25,044 ― 25,044

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

3,652 24 1 2,074 1,829 7,581 △7,581 ―

計 20,153 1,492 2,904 4,663 3,412 32,625 △7,581 25,044

セグメント利益 
（営業利益）

3,209 20 427 381 175 4,214 △2,101 2,113

（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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