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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 1,253 △28.3 △107 ― △109 ― △113 ―

24年3月期第1四半期 1,747 △12.6 △42 ― △45 ― △62 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △117百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △72百万円 （―％）

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 △7.50 ―

24年3月期第1四半期 △4.14 ―

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 5,867 3,908 66.6
24年3月期 7,000 4,070 58.1

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,908百万円 24年3月期  4,070百万円

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  

平成25年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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) 3,340 △19.3 △120 ― △130 ― △135 ― △8.93

通期 8,370 △2.1 150 36.4 110 △67.8 90 △69.7 5.95



(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
半期連結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 
１.本資料に記載されている業績見直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。 
２.平成25年３月期の期末配当予想につきましては、今後の業績動向が不透明であることから、現時点では未定です。予想額の開示は可能となった時点で、速や
かに開示いたします。 

※  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 15,514,721 株 24年3月期 15,514,721 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 390,086 株 24年3月期 389,646 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,124,693 株 24年3月期1Q 15,125,950 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、震災復興需要等を背景に景気回復の兆しが見え始めるとと

もに、製造業においてはタイで発生した洪水の影響から徐々に持ち直しつつありますが、欧州債務危機や円高によ

る輸出の低迷など先行き不透明な状況下、全般的には低調に推移しました。  

そのような環境下、当社グループは、業績の更なる向上を 優先課題として掲げ、損益面の改善のため、高収益

案件の受注および新規顧客案件の増加に日々努めるとともに、システムソリューション事業の強化、多様化するビ

デオ視聴技術の提案、緊急時対応システムの拡販、特殊部材の販売強化および高機能部品の開発等の戦略に基づ

き、経営資源を集中した事業運営に努めております。  

  

この結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、連結売上高は12億５千３百万円（前年同期間比 28.3％

減）となりました。損益面では高収益案件の獲得に努めたことにより売上総利益率は改善致しましたが、営業損失

は１億７百万円（前年同期間は４千２百万円の営業損失）、経常損失は１億９百万円（前年同期間は４千５百万円

の経常損失）、四半期純損失は１億１千３百万円（前年同期間は６千２百万円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメントの業績は以下のとおりであります。 

システムソリューションにおきましては、民間向けシステムが減少し、売上高は４億１千６百万円（前年同期間

比 11.1％減）、営業損失は８千４百万円（前年同期間は８千６百万円の営業損失）となりました。 

ネットワークソリューションにおきましては、前第１四半期連結累計期間より好調であった映像配信システムの

需要が一段落し、売上高は２億６千３百万円（前年同期間比 56.3％減）と減少したため、営業損失は１千１百万

円（前年同期間は７千２百万円の営業利益）となりました。 

また、電子部品及び機器におきましては、海外における電子部品販売が減少し、売上高は５億７千３百万円（前

年同期間比 15.1％減）となりましたが、高収益案件の受注に努めた結果、営業損失は１千万円（前年同期間は２

千９百万円の営業損失）となりました。 

  

なお、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は58億６千７百万円（前連結会計年度末比 11億３千３百万円

減少）となりました。これは主に売上の減少と前連結会計年度末で計上されていた大口の債権が入金したため売上

債権が減少したことと、短期借入金を返済したためです。そのため、受取手形及び売掛金が12億４千４百万円減少

しておりますが、現金及び預金は４千８百万円増加し30億５千７百万円となりました。しかし流動比率は引き続き

高い数値を維持しております。 

負債の合計は19億５千９百万円（前連結会計年度末比 ９億７千万円減少）となりました。これは主に支払手形

及び買掛金が４億５千６百万円、短期借入金が５億円減少したことによります。 

純資産の合計は39億８百万円（前連結会計年度末比 １億６千２百万円減少）となりました。これは主に配当金

の支払４千５百万円と１億１千３百万円の四半期純損失の計上によります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点においては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想に変更はありませんが、今後の経済情勢は、

引き続き政府債務問題による欧州経済の停滞が懸念され、国内経済においても円高の継続、電力供給問題、雇用情

勢不安等もあり、業績予想に影響を与える事が予想されます。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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） 

（減価償却方法の変更） 

  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
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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：千円）

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 3,009,326 3,057,545

受取手形及び売掛金 2,422,090 1,177,305

商品及び製品 181,609 215,931

その他 337,046 371,108

貸倒引当金 △234 △1,778

流動資産合計 5,949,838 4,820,112

固定資産   

有形固定資産 454,267 447,786

無形固定資産 5,584 5,288

投資その他の資産 590,754 594,142

固定資産合計 1,050,607 1,047,217

資産合計 7,000,445 5,867,330

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,339,019 882,595

短期借入金 700,000 200,000

未払法人税等 23,538 6,584

その他 504,425 508,873

流動負債合計 2,566,984 1,598,053

固定負債   

退職給付引当金 211,619 213,120

その他 151,142 147,948

固定負債合計 362,762 361,069

負債合計 2,929,746 1,959,123

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,426,916 3,426,916

資本剰余金 615,043 615,043

利益剰余金 238,214 79,429

自己株式 △111,392 △111,436

株主資本合計 4,168,782 4,009,953

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,674 20,358

繰延ヘッジ損益 54 △1,050

土地再評価差額金 △11,613 △11,613

為替換算調整勘定 △102,199 △109,439

その他の包括利益累計額合計 △98,083 △101,745

純資産合計 4,070,698 3,908,207

負債純資産合計 7,000,445 5,867,330
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 1,747,209 1,253,174

売上原価 1,309,816 902,959

売上総利益 437,392 350,214

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 229,445 224,992

退職給付費用 17,861 12,241

貸倒引当金繰入額 － 1,678

その他 232,536 218,663

販売費及び一般管理費合計 479,842 457,575

営業損失（△） △42,449 △107,361

営業外収益   

受取配当金 777 777

受取賃貸料 439 609

その他 175 870

営業外収益合計 1,393 2,257

営業外費用   

支払利息 3,595 2,801

その他 831 2,057

営業外費用合計 4,427 4,858

経常損失（△） △45,483 △109,962

特別損失   

退職給付制度終了損 14,952 －

特別損失合計 14,952 －

税金等調整前四半期純損失（△） △60,435 △109,962

法人税、住民税及び事業税 2,113 3,447

法人税等合計 2,113 3,447

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △62,549 △113,409

四半期純損失（△） △62,549 △113,409
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（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：千円）

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損失（△） △62,549 △113,409

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,576 4,683

繰延ヘッジ損益 1,066 △1,105

為替換算調整勘定 △7,729 △7,240

その他の包括利益合計 △10,239 △3,662

四半期包括利益 △72,788 △117,072

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △72,788 △117,072

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

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）セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

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）セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

   

（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：千円）

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 システムソリ

ューション 

ネットワー
クソリュー
ション 

電子部品及び
機器 

売上高             

外部顧客への売上

高 
 468,385  602,918     675,905  1,747,209  －  1,747,209

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 －  17,500  378  17,878  △17,878  －

計  468,385  620,419 676,283  1,765,088  △17,878  1,747,209

セグメント利益又は

損失(△) 
 △86,086  72,712 △29,075  △42,449  －  △42,449

              （単位：千円）

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 システムソリ

ューション 

ネットワー
クソリュー
ション 

電子部品及び
機器 

売上高             

外部顧客への売上

高 
 416,378  263,183     573,612  1,253,174  －  1,253,174

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 180  11,218  443  11,841  △11,841  －

計  416,558  274,401 574,056  1,265,016  △11,841  1,253,174

セグメント損失(△)  △84,726  △11,840 △10,794  △107,361  －  △107,361

(株)理経（8226） 平成25年３月期 第１四半期決算短信
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