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（１）連結経営成績 （％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

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期  19,813  7.6 △523 － △569  － △642 －

23年３月期  18,406  △16.3 △151 － △204  － △84 －

（注）包括利益 24年３月期 △646百万円（ ％） －   23年３月期 △223百万円 （ ％） －

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

自己資本
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期  △53.11 － △7.8  △2.5 △2.6

23年３月期  △6.97 － △1.0  △0.9 △0.8

（参考）持分法投資損益 24年３月期 －百万円   23年３月期 －百万円 

  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  22,959  7,926  34.1  647.20
23年３月期  22,954  8,695  37.5  710.26

（参考）自己資本 24年３月期 7,832百万円   23年３月期 8,598百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による

キャッシュ・フロー 
財務活動による

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

24年３月期  △544 △1,462  1,670  2,616
23年３月期  1,022 △2,110  1,054  2,977

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年３月期 －  0.00 － 10.00 10.00  121 － 1.4
24年３月期 －  0.00 － 9.00 9.00  108 － 1.3
25年３月期（予想） －  0.00 － 8.00 8.00   －

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  8,100  △1.1 △450 － △480 －  △500  － △41.31

通期  20,000  0.9  220 －  170 －  120  －  9.91



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  
  
※  監査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 

  

（１）期中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）：  有   

1 SEIWA ELECTRIC(VIETNAM)Co.,Ltd. － －

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 12,382,000株 23年３月期 12,382,000株

②  期末自己株式数 24年３月期 280,438株 23年３月期 276,238株

③  期中平均株式数 24年３月期 12,103,131株 23年３月期 12,107,682株

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。

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Ｐ.２「経営成績に関する分析」を

ご覧ください。
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(１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年３月の東日本大震災で大幅に落ち込んだものの、徐々に回復の動きが見

られるようになりました。しかしながら、欧州の財政不安等による世界的な景気の停滞、記録的な円高や株式市場の低

迷、タイの洪水被害などの影響を受け、依然として景気の先行きは不透明な状況が続きました。 

このようななか、当社グループにおきましては、コスト競争力の強化と製品品質向上に努め、顧客満足度を高めるべ

く積極的に営業提案活動を展開しました。 

この結果、公共投資関連の道路情報機器、道路・トンネル照明器具が、高速道路向けを中心に増加しました。民需関

連製品では、産業用照明器具が設備投資の堅調な推移により増加しましたが、配線・配管保護機材、電磁波環境部品

は、売上が伸び悩みました。 

利益におきましては、生産性の向上、業務の合理化に取り組むとともに全社を挙げての原価の低減と諸経費の削減に

取り組みましたが、競争の激化による受注価格の低下の影響が大きく、前連結会計年度に比べ減益となりました。 

その結果、当連結会計年度の連結売上高は198億13百万円（前連結会計年度比7.6%増）、営業損失５億23百万円（前

連結会計年度は１億51百万円の損失）、経常損失５億69百万円（同 ２億４百万円の損失）、当期純損失６億42百万円

（同 84百万円の損失）となりました。 

セグメント別の売上高は次のとおりであります。 

（情報機器事業） 

主力製品であります道路情報機器において、期首の受注残高が高水準にあり、売上が前連結会計年度に比べ増加し

ました。この結果、売上高は93億83百万円（前連結会計年度比6.9%増）となりました。 

（照明機器事業） 

民間設備投資関連の産業用照明器具、公共投資関連の道路・トンネル照明器具ともに増加しました。産業用照明器

具の売上高が前連結会計年度に比べ増加しました。また、LEDデバイス部品は前年並みとなりました。この結果、売

上高は56億27百万円（同 26.4%増）となりました。 

（コンポーネント事業） 

エアコン用の配管保護機材と配電盤や機械装置に用いる産業用配線保護機材は微減となりました。電磁波環境部品

はデジタル関連市場の低迷により、前期に比べ減少しました。この結果、売上高は43億97百万円（同 8.2%減）とな

りました。 

（その他の事業） 

メカトロ製品は61百万円、商品仕入販売は1億91百万円、情報サービスなどは１億52百万円となりました。この結

果、その他の事業の売上高は４億５百万円（同 4.8%増)となりました。 

なお、前年同期増減率については、参考として記載しております。 

次期の見通しにつきましては、震災復興需要による景気の下支えが見込まれるものの、原発事故を発端とした電力供

給の不安や原油価格の高騰による企業活動への影響など、引き続き景気の先行きは不透明な状況が続くと予想されま

す。 

このような状況下、当社グループでは、新製品の開発促進、原価低減活動、業務改革の推進など内部環境の強化を図

ってまいります。また、競争の激化による受注価格の低下が予想されるなか、更なるコスト競争力の強化と生産性の向

上により収益の確保に努めてまいります。 

業績につきましては、連結売上高200億円、営業利益２億20百万円、経常利益１億70百万円、当期純利益１億20百万

円を予測しております。 

(２)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、残高は前連結会計年度末に比べ５百万円増加し、229億59百万円となり

ました。負債につきましては、短期借入金の増加の結果、前連結会計年度末に比べ７億73百万増加し、150億32百万

円となりました。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ７億68百万減少し、79億26百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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３億60百万円減少

し、26億16百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は５億44百万円（前連結会計年度は10億22百万円の収入）となりました。これ

は、売上債権の増加20億１百万円があったこと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14億62百万円（前連結会計年度は21億10百万円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出が12億４百万円あったこと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、得られた資金は16億70百万円（前連結会計年度は10億54百万円の収入）となりました。これ

は、短期借入金の純増額が11億円あったこと等によるものであります。 

１．経営成績



（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注)１.いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３.キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４.有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％） 41.3 39.5 40.4 37.5 34.1 

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
21.0 15.1 19.4 15.1 14.7 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
3.4 － 6.4 7.2 － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
14.6 － 19.7 23.0 － 



当社グループは、当社及び連結子会社８社で構成され、情報機器、照明機器、コンポーネント、その他製品の製造販

売及び情報サービスを事業内容としております。  

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

（１）会社の経営の基本方針、（２）中期的な会社の経営戦略、（３）会社の対処すべき課題、（４）その他、会

社の経営上重要な事項は、平成22年３月期決算短信（平成22年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変

更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.seiwa.co.jp/ 

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,164,774 2,811,627

受取手形及び売掛金 7,190,755 9,191,724

有価証券 7,483 4,985

商品及び製品 718,572 781,537

仕掛品 325,354 212,534

原材料及び貯蔵品 2,554,976 2,513,577

繰延税金資産 5,187 4,850

その他 1,494,347 99,591

貸倒引当金 △115 △251

流動資産合計 15,461,337 15,620,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,043,215 5,109,524

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,772,337 △2,960,704

建物及び構築物（純額） 2,270,877 2,148,819

機械装置及び運搬具 4,494,165 4,346,999

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,381,635 △3,451,314

機械装置及び運搬具（純額） 1,112,529 895,684

土地 722,506 722,506

その他 4,111,550 4,293,158

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,489,461 △3,717,948

その他（純額） 622,088 575,210

有形固定資産合計 4,728,002 4,342,221

無形固定資産   

ソフトウエア 104,056 128,591

その他 21,963 167,629

無形固定資産合計 126,019 296,220

投資その他の資産   

投資有価証券 1,410,896 1,463,919

長期貸付金 79,300 78,100

繰延税金資産 9,322 8,985

保険積立金 1,035,797 1,047,238

その他 198,973 194,056

貸倒引当金 △95,378 △91,228

投資その他の資産合計 2,638,911 2,701,070

固定資産合計 7,492,933 7,339,512

資産合計 22,954,270 22,959,689



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,938,236 3,788,989

短期借入金 3,840,928 5,038,435

1年内返済予定の長期借入金 758,500 997,000

未払法人税等 32,031 31,894

繰延税金負債 204 154

賞与引当金 － 251,632

受注損失引当金 2,676 82,310

偶発損失引当金 741,070 －

前受金 115,204 402,071

その他 1,701,961 949,180

流動負債合計 11,130,812 11,541,667

固定負債   

長期借入金 2,613,650 2,970,100

繰延税金負債 200,258 162,941

退職給付引当金 102,331 150,568

役員退職慰労引当金 71,990 71,990

環境対策引当金 73,836 73,836

その他 65,962 61,607

固定負債合計 3,128,028 3,491,043

負債合計 14,258,840 15,032,711

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,380,000 3,380,000

資本剰余金 3,613,665 3,613,665

利益剰余金 1,548,277 784,470

自己株式 △195,941 △197,284

株主資本合計 8,346,001 7,580,851

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 288,406 289,633

為替換算調整勘定 △36,226 △38,294

その他の包括利益累計額合計 252,180 251,339

少数株主持分 97,247 94,786

純資産合計 8,695,429 7,926,977

負債純資産合計 22,954,270 22,959,689



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 18,406,992 19,813,225

売上原価 15,233,475 16,953,069

売上総利益 3,173,517 2,860,156

販売費及び一般管理費 3,325,091 3,383,645

営業損失（△） △151,574 △523,489

営業外収益   

受取利息 5,483 9,390

受取配当金 26,179 27,693

不動産賃貸料 35,153 35,090

その他 44,885 52,912

営業外収益合計 111,703 125,086

営業外費用   

支払利息 46,126 75,543

売上割引 65,683 59,924

為替差損 24,140 13,055

シンジケートローン手数料 16,534 13,244

その他 12,202 9,608

営業外費用合計 164,687 171,376

経常損失（△） △204,558 △569,779

特別利益   

投資有価証券売却益 8,245 4,208

貸倒引当金戻入額 4,890 －

固定資産売却益 － 1,439

退職給付信託設定益 46,676 －

補助金収入 479,275 －

特別利益合計 539,088 5,648

特別損失   

固定資産除却損 26,926 11,583

偶発損失引当金繰入額 233,840 －

投資有価証券売却損 － 13,968

投資有価証券評価損 1,668 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 530 250

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,302 －

子会社清算損 － 20,507

支払補償金 － 19,303

特別損失合計 272,267 65,612

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

62,262 △629,743

法人税、住民税及び事業税 23,811 23,974

法人税等調整額 130,606 △7,809

法人税等合計 154,417 16,165

少数株主損益調整前当期純損失（△） △92,155 △645,908

少数株主損失（△） △7,769 △3,159

当期純損失（△） △84,385 △642,749



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △92,155 △645,908

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △109,668 1,925

為替換算調整勘定 △21,858 △2,067

その他の包括利益合計 △131,526 △142

包括利益 △223,682 △646,051

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △213,359 △643,590

少数株主に係る包括利益 △10,323 △2,460



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,380,000 3,380,000

当期末残高 3,380,000 3,380,000

資本剰余金   

当期首残高 3,613,665 3,613,665

当期末残高 3,613,665 3,613,665

利益剰余金   

当期首残高 1,777,978 1,548,277

当期変動額   

剰余金の配当 △145,314 △121,057

当期純損失（△） △84,385 △642,749

当期変動額合計 △229,700 △763,807

当期末残高 1,548,277 784,470

自己株式   

当期首残高 △194,666 △195,941

当期変動額   

自己株式の取得 △1,275 △1,343

当期変動額合計 △1,275 △1,343

当期末残高 △195,941 △197,284

株主資本合計   

当期首残高 8,576,976 8,346,001

当期変動額   

剰余金の配当 △145,314 △121,057

当期純損失（△） △84,385 △642,749

自己株式の取得 △1,275 △1,343

当期変動額合計 △230,975 △765,150

当期末残高 8,346,001 7,580,851

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 396,691 288,406

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108,285 1,227

当期変動額合計 △108,285 1,227

当期末残高 288,406 289,633

為替換算調整勘定   

当期首残高 △14,367 △36,226

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,858 △2,067

当期変動額合計 △21,858 △2,067

当期末残高 △36,226 △38,294



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 382,324 252,180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △130,143 △840

当期変動額合計 △130,143 △840

当期末残高 252,180 251,339

少数株主持分   

当期首残高 107,570 97,247

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,323 △2,460

当期変動額合計 △10,323 △2,460

当期末残高 97,247 94,786

純資産合計   

当期首残高 9,066,871 8,695,429

当期変動額   

剰余金の配当 △145,314 △121,057

当期純損失（△） △84,385 △642,749

自己株式の取得 △1,275 △1,343

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140,466 △3,301

当期変動額合計 △371,441 △768,452

当期末残高 8,695,429 7,926,977



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

62,262 △629,743

減価償却費 504,362 934,971

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,360 △4,014

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,847 48,238

受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,881 79,634

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 233,840 －

受取利息及び受取配当金 △31,663 △37,083

支払利息 46,126 75,543

投資有価証券売却損益（△は益） △8,245 9,760

投資有価証券評価損益（△は益） 1,668 －

固定資産除却損 15,325 11,191

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,439

子会社清算損益（△は益） － 20,507

支払補償金 － 19,303

退職給付信託設定損益（△は益） △46,676 －

補助金収入 △479,275 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,326,635 △2,001,221

たな卸資産の増減額（△は増加） 152,920 89,105

その他の流動資産の増減額（△は増加） △209,336 182,168

仕入債務の増減額（△は減少） △356,167 △147,361

その他の流動負債の増減額（△は減少） △415,388 423,300

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,957 －

その他 △29,636 △22,968

小計 1,800,314 △950,109

利息及び配当金の受取額 33,251 35,003

利息の支払額 △44,479 △76,379

補助金の受取額 － 479,275

損害賠償金の支払額 △741,070 －

支払補償金の支払額 － △19,303

法人税等の支払額 △25,606 △12,900

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,022,409 △544,413



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △2,183,508 △1,204,682

有形固定資産の売却による収入 6,442 1,500

無形固定資産の取得による支出 △44,993 △188,742

投資有価証券の取得による支出 △344,413 △507,973

投資有価証券の売却による収入 390,910 409,550

貸付金の回収による収入 1,200 1,200

保険積立金の積立による支出 △90,915 △120,681

保険積立金の解約による収入 105,135 109,240

その他 50,116 37,750

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,110,027 △1,462,837

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） △257,118 1,198,017

長期借入れによる収入 2,000,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △540,900 △905,050

配当金の支払額 △145,314 △121,057

少数株主への配当金の支払額 △1,170 －

自己株式の取得による支出 △1,275 △1,343

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,054,222 1,670,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,789 △23,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,185 △360,630

現金及び現金同等物の期首残高 3,021,443 2,977,257

現金及び現金同等物の期末残高 2,977,257 2,616,627



該当事項はありません。 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が経営資源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、当社及び子会社の構成単位に分離された財務情報に基づき、製品・サービス別に構成した事

業単位について、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、この事業

単位に製品の種類、製造方法、販売方法等の類似性を勘案し、「情報機器事業」、「照明機器事業」、「コンポ

ーネント事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「情報機器事業」は、情報表示システム、トンネル防災システム、LED式信号機等の製造販売を行っておりま

す。「照明機器事業」は、照明器具、制御機器、LEDデバイス部品等の製造販売を行っております。「コンポー

ネント事業」は、配線保護機材、配管保護機材、電磁波環境部品等の製造販売を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日 至  平成23年３月31日）  

（単位：千円) 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

連結財務
諸表計上額
（注）３ 情報機器 照明機器

コンポーネ
ント 

計

売上高                 

外部顧客への売上高  8,777,246 4,451,308 4,791,853 18,020,408 386,583  18,406,992  － 18,406,992

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 579 31,482 9,365 41,426 560,792  602,218  △602,218 －

計  8,777,825 4,482,791 4,801,218 18,061,835 947,375  19,009,211  △602,218 18,406,992

セグメント利益又は損

失（△） 
 1,015,344 △649,103 869,780 1,236,021 △58,731  1,177,290  △1,328,864 △151,574

セグメント資産  6,708,624 6,368,716 3,255,820 16,333,161 666,928  17,000,089  5,954,180 22,954,270

その他の項目    

減価償却費  101,234 204,112 90,957 396,304 28,622  424,926  79,435 504,362

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 98,598 2,669,451 134,308 2,902,358 6,736  2,909,094  63,509 2,972,603



当連結会計年度（自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日） 

（単位：千円) 

（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、メカトロ製品、商品仕入販
売、情報サービス等を含んでおります。  

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 
セグメント利益                                  （単位：千円） 

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 

セグメント資産 

※全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門資産であります。 

その他の項目 
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門資産
の設備投資額であります。 

３．セグメント利益又は損失(△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

連結財務
諸表計上額
（注）３ 情報機器 照明機器

コンポーネ
ント 

計

売上高                 

外部顧客への売上高  9,383,463 5,627,314 4,397,418 19,408,195 405,029  19,813,225  － 19,813,225

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 － 4,730 2,968 7,699 416,780  424,479  △424,479 －

計  9,383,463 5,632,044 4,400,386 19,415,894 821,810  20,237,705  △424,479 19,813,225

セグメント利益又は損

失（△） 
 699,096 △466,049 706,902 939,949 △85,734  854,214  △1,377,703 △523,489

セグメント資産  7,439,172 5,976,484 3,817,606 17,233,263 549,945  17,783,209  5,176,479 22,959,689

その他の項目    

減価償却費  103,038 573,131 150,983 827,153 17,616  844,769  90,201 934,971

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 27,127 205,852 431,914 664,894 19,448  684,343  55,994 740,337

利益  前連結会計年度  当連結会計年度 

セグメント間取引消去  △2,965  2,519

全社費用※  △1,325,899  △1,380,223

合計  △1,328,864  △1,377,703

資産  前連結会計年度  当連結会計年度 

セグメント間消去  △100,122  906

全社資産※  6,054,302  5,175,572

合計  5,954,180  5,176,479



Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日 至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報                            （単位：千円）

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報                               （単位：千円）

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報                            （単位：千円）

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報                               （単位：千円）

前連結会計年度（自  平成22年４月１日 至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

ｂ．関連情報

  情報機器 照明機器 コンポーネント その他 合計 

外部顧客への売上高  8,777,246  4,451,308  4,791,853  386,583  18,406,992

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント 

 因幡電機産業㈱  2,526,628 コンポーネント他 

  情報機器 照明機器 コンポーネント その他 合計 

外部顧客への売上高  9,383,463  5,627,314  4,397,418  405,029  19,813,225

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント 

国土交通省  2,642,255 情報機器 

因幡電機産業㈱  2,509,379 コンポーネント他 

中日本高速道路㈱  2,326,087 情報機器 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報



（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり純損失金額であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、金融商

品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、賃貸等不動産、関連当事者

情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。 

(1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動（平成24年６月28日付） 

・新任取締役候補 

取締役    富田泰溥（名誉会長） 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額   円    銭710 26

１株当たり当期純損失金額 円    銭6 97

１株当たり純資産額   円    銭647 20

１株当たり当期純損失金額 円    銭53 11

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純損失       （千円）  84,385  642,749

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  84,385  642,749

期中平均株式数（株）  12,107,682  12,103,131

（重要な後発事象）

（開示の省略）

５．その他



(2）参考情報 

１．当期（24年３月期）の業績（連結）                                                     （単位：百万円) 

２.部門別売上高・受注状況（連結）                                       （単位：百万円) 

３．その他                                                       (単位：百万円) 

４.次期（25年３月期）の業績予想（連結）                         （単位：百万円) 

部門別売上高予想                       （単位：百万円)  その他の予想   (単位：百万円) 

    前期(23年3月期) 当期(24年3月期) 対前期増減 

    金額 百分比(%) 金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 

  売上高  18,406  100.0  19,813  100.0  1,406  7.6

業 営業利益  △151  △0.8  △523  △2.6  △371 - 

績 経常利益  △204  △1.1  △569  △2.9  △365 - 

  当期純利益  △84  △0.5  △642  △3.2  △558 - 

配当金（単位：円）  10  9  △1  △10

    前期(23年3月期) 当期(24年3月期) 対前期増減 

    金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 

  情報機器  8,777  47.7  9,383  47.4  606  6.9

売 照明機器  4,451  24.2  5,627  28.4  1,176  26.4

上 コンポーネント  4,791  26.0  4,397  22.2  △394  △8.2

高 その他  386  2.1  405  2.0  18  4.8

  合 計  18,406  100.0  19,813  100.0  1,406  7.6

  情報機器  9,208  47.6  8,600  46.6  △608  △6.6

受 照明機器  4,936  25.5  5,068  27.4  131  2.7

注 コンポーネント  4,806  24.9  4,391  23.8  △415  △8.6

高 その他  385  2.0  404  2.2  19  5.0

  合 計  19,337  100.0  18,464  100.0  △872  △4.5

受 

注 

残 

高 

情報機器  4,269  79.8  3,486  87.4  △783  △18.3

照明機器  965  18.1  406  10.1  △558  △57.9

コンポーネント  111  2.1  98  2.5  △13  △12.3

その他  0  0.0  0  0.0  0  △93.6

合 計  5,347  100.0  3,991  100.0  △1,356  △25.4

    前期(23年3月期) 当期(24年3月期) 対前期増減 

    金額 金額 金額 

そ 設備投資  2,922  530  △2,392

の 減価償却費  504  934  430

他 研究開発費  444  391  △52

   通 期 予 想 第 ２ 四 半 期 予 測 

    予想 対前期増減 予想 対前期増減 

    金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 金額 百分比(%) 金額 増減率(%)

  売上高  20,000  100.0  186  0.9  8,100  100  △93  △1.1

業 営業利益  220  1.1  813 -  △450  △5.6  401 - 

績 経常利益  170  0.9  759 -  △480  △5.9  405 - 

  当期純利益  120  0.6  762 -  △500  △6.2  399 - 

配当金（単位：円）  8    △1  △11.1  0   0

    通期予想 対前期増減    通期予想 対前期増減

    金額 構成比(%) 金額 増減率(%)    金額 金額 

  情報機器  9,300  46.5  △83  △0.9  設備投資  700  169

売 照明機器  5,800  29.0  172  3.1  減価償却費  800  △134

上 コンポーネント  4,650  23.2  252  5.7  研究開発費  300  △91

高 その他  250  1.3  △155  △38.3        

  合 計  20,000  100  186  0.9        
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