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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 5,588 △4.7 △298 ― △270 ― △274 ―

24年3月期第1四半期 5,867 0.6 △368 ― △307 ― △288 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △344百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △43百万円 （―％）

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 △2.73 ―

24年3月期第1四半期 △2.86 ―

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 26,611 16,990 63.3
24年3月期 26,811 17,334 64.1

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  16,859百万円 24年3月期  17,196百万円

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  

※期末の配当予想額は未定です。 

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 ― 0.00 0.00
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) 12,300 △2.4 △300 ― △300 ― △300 ― △2.98

通期 25,800 1.4 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00



(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】P.4「サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。 

(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仮定等については、【添付資料】P.2「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。 
 期末の配当予想額については、今後の業績や財政状態等をさらに見極める必要があり、現時点では未定です。今後配当の予想額の開示が可能となった時点で速やかに
開示いたします。 

※  注記事項

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   ：  有

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 100,803,447 株 24年3月期 100,803,447 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 296,443 株 24年3月期 295,483 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 100,507,187 株 24年3月期1Q 100,507,281 株
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当第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)におけるわが国経済は、東

日本大震災からの復興需要もあり緩やかな改善基調が見え始めているものの、長引く欧州の債務問題に

よる世界経済の減速とこれに伴う円高の長期化、電力需給問題、消費マインドの低下等、先行きの不透

明感は拭えない状況です。 

当社グループの事業分野でも、企業の設備投資が停滞しているため、引き続き厳しい経営環境が続い

ています。このような企業環境の中、当社グループでは、当年度が 終年度となる中期経営計画

「Challenge ＆ Innovation 2012」の基本方針に沿って、新規事業確立への挑戦と事業構造の改革によ

る成長戦略に鋭意取り組んでいます。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は5,588百万円で前年同期比4.7％の減収となりました。利益面に

つきましては、利益率の改善と固定費圧縮を進め、営業損失298百万円(前年同期368百万円の損失)、経

常損失270百万円(前年同期307百万円の損失)、四半期純損失274百万円(前年同期288百万円の損失)とそ

れぞれ改善しました。 

  

セグメントごとの状況を示すと次のとおりです。 

［情報通信事業］  

情報通信事業の売上高は3,444百万円で前年同期比2.7％の減収となり、セグメント損益は125百万

円の利益(前年同期124百万円の利益)となりました。主力の中小事業所向けビジネスホンにおいて、

震災復興需要と流通在庫確保の需要が前年度比では全般的に縮小傾向となり、全体では売上高は減収

となりましたが、利益面ではほぼ前年同期並みとなりました。 

［ＩＴＮＳ(ＩＴネットワークソリューション)事業］ 

ＩＴＮＳ事業の売上高は556百万円で前年同期比14.0％の増収となり、セグメント損益は50百万円

の利益(前年同期３百万円の損失)となりました。コールセンタ構築支援及びネットワーク関連は依然

として厳しい市場環境ではありましたが、受注済みの大型案件の納入が順調に進んだことから、売上

高、利益共に前年同期を上回りました。  

［計測事業］ 

計測事業の売上高は304百万円で前年同期比19.4％の減収となり、セグメント損益は162百万円の損

失(前年同期145百万円の損失)となりました。カーブトレーサ等のパワーエレクトロニクス関連製品

での売上拡大に努めましたが、国内生産の再編、縮小基調の中で売上高は減少し、利益も若干の減少

となりました。 

［製版事業］ 

製版事業の売上高は966百万円で前年同期比5.7％の減収となり、セグメント損益は94百万円の利益

(前年同期99百万円の利益)となりました。国内向け、海外向け共に機器及び消耗品の売上高が減少

し、利益も若干の減少となりました。 

［その他］ 

その他は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンポーネント事業等を含んでいま

す。その売上高は316百万円で前年同期比27.2％の減収であり、また、新規分野への開発投資負担が

大きく、セグメント損益は86百万円の損失(前年同期122百万円の損失)となりました。 

  

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
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わが国における景気は、震災から１年以上が経過し着実に回復基調にはなっているものの、今夏も続

く電力不足懸念、雇用情勢の悪化や個人消費の低下、円の高止まり感の影響等もあり、引き続き不透明

な状況が続くものと思われます。 

当社グループでは当第１四半期連結累計期間は、売上高はほぼ計画通り推移しており、現時点の見通

しでは第２四半期以降も計画している売上高、利益は確保できる見通しです。このような状況を踏ま

え、平成24年５月18日に公表いたしました連結業績予想については変更していません。 

今後も景気変動に注視し、受注の確実な確保と需要の発掘に努めていきます。また、成長分野への経

営資源の重点配分及び製造コスト削減と諸経費圧縮等を推進していく所存です。 

  

(2) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ています。これによる損益に与える影響は軽微です。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  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
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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 8,604 9,588

受取手形及び売掛金 6,358 4,872

有価証券 1,998 1,999

商品及び製品 1,406 1,557

仕掛品 608 757

原材料及び貯蔵品 1,519 1,630

その他 301 318

貸倒引当金 △69 △72

流動資産合計 20,729 20,651

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,929 1,920

その他（純額） 1,687 1,639

有形固定資産合計 3,617 3,560

無形固定資産

のれん 116 105

ソフトウエア 825 820

その他 72 69

無形固定資産合計 1,014 995

投資その他の資産

投資有価証券 1,056 1,008

その他 589 590

貸倒引当金 △194 △193

投資その他の資産合計 1,451 1,405

固定資産合計 6,082 5,960

資産合計 26,811 26,611

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,732 1,956

短期借入金 56 114

未払法人税等 84 37

賞与引当金 683 389

役員賞与引当金 16 11

製品保証引当金 265 365

その他 1,475 1,572

流動負債合計 4,315 4,447

固定負債

長期借入金 68 35
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（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)

繰延税金負債 1,194 1,187

退職給付引当金 3,132 3,196

その他 767 754

固定負債合計 5,161 5,174

負債合計 9,477 9,621

純資産の部

株主資本

資本金 6,025 6,025

資本剰余金 6,942 6,942

利益剰余金 4,651 4,377

自己株式 △49 △49

株主資本合計 17,570 17,295

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1 △36

為替換算調整勘定 △375 △400

その他の包括利益累計額合計 △374 △436

少数株主持分 138 131

純資産合計 17,334 16,990

負債純資産合計 26,811 26,611
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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：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 5,867 5,588

売上原価 3,575 3,237

売上総利益 2,291 2,350

販売費及び一般管理費 2,660 2,649

営業損失（△） △368 △298

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 17 15

持分法による投資利益 16 －

その他 37 31

営業外収益合計 76 50

営業外費用

支払利息 1 1

不動産賃貸費用 8 6

割増退職金 2 5

その他 2 9

営業外費用合計 15 22

経常損失（△） △307 △270

特別利益

投資有価証券売却益 － 4

退職給付制度終了益 122 －

特別利益合計 122 4

特別損失

災害による損失 56 －

特別退職金 25 －

特別損失合計 82 －

税金等調整前四半期純損失（△） △267 △266

法人税、住民税及び事業税 17 17

法人税等調整額 4 △1

法人税等合計 21 15

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △288 △281

少数株主損失（△） △0 △6

四半期純損失（△） △288 △274
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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：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損失（△） △288 △281

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13 △37

為替換算調整勘定 258 △24

その他の包括利益合計 245 △62

四半期包括利益 △43 △344

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △42 △337

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △6
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該当事項はありません。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

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) 

１．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．「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、コンポーネント事業等を含ん

でいます。 

２．セグメント損益の調整額△320百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△320百万円が

含まれています。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です。 

３．セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っています。 

  

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) 

１．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．「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、コンポーネント事業等を含ん

でいます。 

２．セグメント損益の調整額△319百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△319百万円が

含まれています。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です。 

３．セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っています。 

  

(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

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント その他
(注１)

調整額 
(注２)

四半期連結
損益計算書 
計上額(注３)情報通信 ＩＴＮＳ 計測 製版

売上高

外部顧客への売上高 3,541 487 377 1,024 435 － 5,867

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － －

計 3,541 487 377 1,024 435 － 5,867

セグメント利益又は損失(△) 124 △3 △145 99 △122 △320 △368

(単位：百万円)

報告セグメント その他
(注１)

調整額 
(注２)

四半期連結
損益計算書 
計上額(注３)情報通信 ＩＴＮＳ 計測 製版

売上高

外部顧客への売上高 3,444 556 304 966 316 － 5,588

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － －

計 3,444 556 304 966 316 － 5,588

セグメント利益又は損失(△) 125 50 △162 94 △86 △319 △298
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