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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 26,785 △24.7 80 △62.6 149 △33.9 △11 ―

24年3月期第1四半期 35,558 △14.0 214 △62.9 226 △68.6 149 △68.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △433百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △154百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △0.39 ―

24年3月期第1四半期 4.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 75,759 57,990 76.5
24年3月期 79,882 58,716 73.5

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  57,990百万円 24年3月期  58,716百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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）

（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

第2四半期(累計) 80,000 1.4 400 △34.3 500 △21.3 350 △12.9 11.95
通期 180,000 24.9 1,450 43.7 1,600 99.5 1,100 113.1 37.57



(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 

（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照下さい。

(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き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見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であって、その達成を当社として約束する主旨の
ものではありません。また、実際の業績は、様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】２ページ「１．当四半期決算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」をご参照下さい。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 30,281,373 株 24年3月期 30,281,373 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,001,424 株 24年3月期 1,001,371 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 29,279,963 株 24年3月期1Q 30,280,400 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①当第１四半期連結累計期間の概況 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、長期化する欧州の財政問題に加え、米国及び中国での景気減速懸

念が強まるなど、依然先行き不透明な状況となりました。また、我が国経済につきましても、円高基調の為替相場や

株価の低迷など厳しい情勢となりました。 

 当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、スマートフォンの世界的な普及が進んだものの、テ

レビやパソコンといった主力製品の販売が低迷した結果、半導体や電子部品市場の回復は力強さを欠きました。 

 このようななか当社グループは、事業力の強化と経営基盤の整備に取り組み、売上高の増加並びに収益力の向上に

努めてまいりました。 

 しかしながら、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は267億85百万円（前年同期比24.7％減）、営業

利益は80百万円（前年同期比62.6％減）、経常利益は1億49百万円（前年同期比33.9％減）となりました。また、当

第１四半期において1億4百万円の投資有価証券評価損を計上した結果、前年同期に比べ1億60百万円減少し、11百万

円の四半期純損失となりました。 

  

②セグメント業績概況 

（デバイス事業） 

 デバイス事業におきましては、主にエレクトロニクスメーカー向けに半導体（システムＬＳＩ、マイコン、液晶デ

ィスプレイドライバＩＣ、メモリ等）や電子部品（コネクタ、コンデンサ、回路基板等）の販売に加え、ソフト開発

やＡＳＩＣ設計等の技術サポートを行っております。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、家庭用ゲーム機やデジタル家電向けなど総じて低調に推移し、半導体

及び電子部品とも、売上高が前年同期に比べ減少いたしました。 

 この結果、連結デバイス事業の売上高は247億53百万円（前年同期比26.5％減）、セグメント損益は1億78百万円

（前年同期比22.5％減）となりました。 

 なお、受注高は290億20百万円、受注残高は345億72百万円となりました。 

  

（ソリューション事業） 

 ソリューション事業におきましては、主に企業や医療機関、官公庁、自治体向けに情報通信ネットワークや基幹業

務システムの販売及び保守・サポート等を行うネットワークシステム関連ビジネスと、放送局や映像制作のプロダク

ション向けに映像コンテンツの編集や送出、配信に使用するシステムやソフトウェアの販売等を行う映像システム関

連ビジネスを展開しております。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、映像システム関連ビジネスは減少したものの、ネットワークシステム

関連ビジネスは公共向けや組み込み型ＯＥＭ販売などが堅調に推移し、売上高が前年同期に比べ増加いたしました。

 この結果、連結ソリューション事業の売上高は20億32百万円（前年同期比8.8％増）、セグメント損益は79百万円

（前年同期比43.5％増）となりました。 

 なお、受注高は28億43百万円、受注残高は51億69百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて41億23百万円減少し、757億59百万円

となりました。これは主に現金及び預金の増加25億55百万円、売上債権の減少31億94百万円、商品の減少19億22百万

円、未収消費税等の減少12億29百万円等によるものです。 

 また、負債は、前連結会計年度末に比べて33億97百万円減少し、177億69百万円となりました。これは主に仕入債

務の減少19億13百万円、短期借入金の減少12億43百万円等によるものです。 

 純資産は、利益剰余金の減少3億4百万円、為替換算調整勘定の減少3億99百万円等により7億25百万円減少し、579

億90百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期及び第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、平成24年３月期決算短信（平成24年５月16日発

表）に記載した予想数値から変更しておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

  該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,235 17,790

受取手形及び売掛金 38,676 35,482

商品 16,329 14,407

半成工事 3 16

その他 2,524 1,190

貸倒引当金 △24 △23

流動資産合計 72,744 68,863

固定資産   

有形固定資産 4,313 4,292

無形固定資産   

のれん 52 49

その他 163 138

無形固定資産合計 215 187

投資その他の資産   

その他 2,791 2,592

貸倒引当金 △182 △176

投資その他の資産合計 2,609 2,415

固定資産合計 7,138 6,896

資産合計 79,882 75,759

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,777 13,863

短期借入金 3,470 2,226

未払法人税等 148 106

引当金 578 269

その他 974 1,092

流動負債合計 20,948 17,558

固定負債 218 211

負債合計 21,166 17,769



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,811 14,811

資本剰余金 15,329 15,329

利益剰余金 32,125 31,821

自己株式 △767 △767

株主資本合計 61,499 61,195

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 105 69

繰延ヘッジ損益 6 21

為替換算調整勘定 △2,895 △3,295

その他の包括利益累計額合計 △2,783 △3,205

純資産合計 58,716 57,990

負債純資産合計 79,882 75,759



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 35,558 26,785

売上原価 33,046 24,509

売上総利益 2,511 2,276

販売費及び一般管理費 2,297 2,196

営業利益 214 80

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 7 51

為替差益 － 4

その他 16 12

営業外収益合計 27 74

営業外費用   

支払利息 8 4

売上割引 1 0

為替差損 3 －

その他 1 0

営業外費用合計 15 5

経常利益 226 149

特別利益   

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 2 0

特別損失   

投資有価証券評価損 － 104

会員権評価損 － 0

特別損失合計 － 104

税金等調整前四半期純利益 228 45

法人税、住民税及び事業税 42 78

法人税等調整額 36 △21

法人税等合計 79 56

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（△）

149 △11

四半期純利益又は四半期純損失（△） 149 △11



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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（△）

149 △11

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27 △36

繰延ヘッジ損益 54 14

為替換算調整勘定 △331 △399

その他の包括利益合計 △304 △421

四半期包括利益 △154 △433

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △154 △433

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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）１ セグメント利益の調整額△58百万円には、各報告セグメントに配分していない企画・総務・経理及び人

事等管理部門に係る費用、各報告セグメントに配分した社内支払利息との調整額などが含まれておりま

す。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。   

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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）１ セグメント利益の調整額△ 百万円には、各報告セグメントに配分していない企画・総務・経理及び人

事等管理部門に係る費用、各報告セグメントに配分した社内支払利息との調整額などが含まれておりま

す。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

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 デバイス事業

ソリューショ
ン事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高  33,689  1,868  35,558  －  35,558

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  33,689  1,868  35,558  －  35,558

セグメント利益  229  55  285  △58  226

  （単位：百万円）

  

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 デバイス事業

ソリューショ
ン事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高  24,753  2,032  26,785  －  26,785

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  24,753  2,032  26,785  －  26,785

セグメント利益  178  79  257  △108  149
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