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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第2四半期 6,539 △21.9 △188 ― △164 ― △116 ―
23年12月期第2四半期 8,370 4.3 150 2.4 170 △8.5 54 △43.0

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 △115百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 49百万円 （―％）

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12月期第2四半期 △10.17 ―
23年12月期第2四半期 4.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 10,343 7,880 76.2
23年12月期 9,985 8,053 80.6
（参考） 自己資本 24年12月期第2四半期 7,880百万円 23年12月期 8,053百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 ： 有
通期業績予想の修正については、本日（平成24年8月9日）公表いたしました「業績の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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 13,500 △17.5 △270 ― △255 ― △160 ― △14.00



(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

(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ますが、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に対するレビュー手続は終了しております。 

※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。業績予想に関する事項等については、四半期決算短信【添付資料】P.3「（３）連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。 

※  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 ： 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12月期2Q 11,849,899 株 23年12月期 11,849,899 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 420,714 株 23年12月期 420,714 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 11,429,185 株 23年12月期2Q 11,429,237 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要による設備投資やエコカー補助金などにより一部で

は緩やかな回復の兆しが見えておりますが、欧州の債務危機問題や原油高、円高等により、依然として先行きは不

透明な状況で推移しました。 

 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、スマートフォン等の情報端末、スマートフォンの

普及に伴い逼迫してくる通信インフラ、エコカー補助金を受け車載向けでは堅調に推移する一方、新興国向けの輸

出が低調であったことを受け、産業機器などでは弱含みで推移しました。 

 このような市場環境の中、当社グループは、次世代通信インフラおよび産業機器等の顧客向けに継続的な提案及

び技術サポートを行ってまいりました。昨年販売代理店契約を締結したＮＸＰセミコンダクター社、リニアテクノ

ロジー社等の新規取扱商材についてもデザイン活動を積極的に進めており、いくつかの大型案件のデザインが獲得

できております。また、平成24年７月26日付で画像処理・音声処理ソリューションに強みを持つ株式会社エクスプ

ローラを子会社化いたしました。同社は、医療機器、放送機器、製造装置、音響処理装置等の組込み機器のハード

設計、製造、ソフト設計からＯＥＭ供給まで手掛けており、ＤＳＰやＦＰＧＡに関する豊富な設計実績を有してお

ります。今後当社が更に注力するデザインサービス事業において、同社の持つ高い画像圧縮、画像処理技術および

ファブレス事業ノウハウを活用した、ＯＤＭ / ＥＭＳ事業推進の加速、映像 / 画像処理関連製品等の自社製品事

業へ本格参入が可能となると考えております。 

 この結果、売上高につきましては、通信インフラ向けは堅調に推移するものの、医療機器、産業機器向けが低調

に推移したこと等により、当第２四半期連結累計期間における売上高は、65億３千９百万円（前年同期比21.9％

減）となりました。 

 営業損益につきましては、販売費及び一般管理費の継続的な削減を実施しておりますが、売上高減少による売上

総利益の低下を補えず、営業損失は１億８千８百万円（前年同期は１億５千万円の営業利益）となりました。経常

損益、四半期純損益につきましては、２千２百万円の為替差益を計上したこと等により、経常損失は１億６千４百

万円（前年同期は１億７千万円の経常利益）、四半期純損失は、１億１千６百万円（前年同期は５千４百万円の四

半期純利益）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財務状態の分析   

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億５千７百万円増加し103億４千３百万

円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が減少した一方で、現金及び預金が増加したこと等によるもの

です。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ５億３千万円増加し24億６千２百万円となり

ました。これは主に支払手形及び買掛金が増加したこと等によるものです。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億７千２百万円減少し78億８千万円とな

りました。これは主に四半期純損失を計上したこと、および、配当金の支払いを実施したこと等によるもので

す。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、24億３千１百万円増加

し、49億９百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を１億６千４百万円計上した

一方で、売上債権および未収消費税等が減少したことおよび買掛金が増加したこと等により、25億１千８百万円

の収入（前年同期は17億１千１百万円の支出）となりました。 

（投資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・フローにつきましては、有形固定資産および無形固定資産の取得による支出を行

ったこと等により、２千６百万円の支出（前年同期は１千３百万円の支出）となりました。  

（財務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・フローにつきましては、配当金の支出をしたこと等により、５千９百万円の支出

（前年同期は10億１千９百万円の収入）となりました。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期連結業績予想につきましては、新興国の景気減速懸念などの影響により産業機器向けのＰＬＤや特定用途向

け半導体（ＡＳＳＰ）が低調に推移する見通しとなりました。また、新規取扱商材が今年後半から立ち上がってく

ると見込んでおりましたが、当初見込みよりも旧来の販売代理店からの顧客移管が遅れていること、顧客が新規製

品採用時に実施する評価作業が、タイ洪水等の影響で他の製品の評価作業を優先したため遅延が発生していること

等により、立ち上がりが遅れております。これらの理由により売上高は減少する見通しです。営業利益、経常利益

及び当期純利益におきましては、経費削減を一段と進めておりますが、売上高の減少を補うにはいたらず、営業利

益、経常利益及び当期純利益は赤字となる見通しです。 

 詳細につきましては、本日（平成24年８月９日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

  

（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 

  該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,478,600 4,909,876

受取手形及び売掛金 4,023,783 2,990,421

商品 1,120,458 1,126,748

その他 1,973,437 798,020

貸倒引当金 △1,199 △790

流動資産合計 9,595,080 9,824,276

固定資産   

有形固定資産 55,923 63,399

無形固定資産   

その他 27,832 34,090

無形固定資産合計 27,832 34,090

投資その他の資産   

その他 311,962 426,215

貸倒引当金 △5,254 △4,886

投資その他の資産合計 306,708 421,328

固定資産合計 390,464 518,818

資産合計 9,985,545 10,343,094

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 942,072 1,407,523

未払法人税等 10,838 7,365

賞与引当金 37,727 46,661

その他 701,846 765,837

流動負債合計 1,692,484 2,227,387

固定負債   

退職給付引当金 17,180 19,175

役員退職慰労引当金 161,300 161,300

その他 61,429 55,076

固定負債合計 239,909 235,551

負債合計 1,932,393 2,462,939

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,339,634 1,339,634

資本剰余金 2,698,526 2,698,526

利益剰余金 4,212,696 4,039,305

自己株式 △195,437 △195,437

株主資本合計 8,055,419 7,882,028

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,268 △1,874

その他の包括利益累計額合計 △2,268 △1,874

純資産合計 8,053,151 7,880,154

負債純資産合計 9,985,545 10,343,094
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,370,081 6,539,379

売上原価 6,889,179 5,511,706

売上総利益 1,480,901 1,027,672

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 521,744 533,730

貸倒引当金繰入額 29,606 △868

賞与引当金繰入額 54,653 46,434

のれん償却額 7,849 －

その他 716,063 636,976

販売費及び一般管理費合計 1,329,917 1,216,273

営業利益又は営業損失（△） 150,984 △188,601

営業外収益   

受取利息 36 51

受取配当金 2 16

負ののれん償却額 80 －

為替差益 25,166 22,639

受取保険金 152 8,974

その他 11,762 6,521

営業外収益合計 37,201 38,202

営業外費用   

支払利息 1,227 94

支払手数料 7,615 5,233

売上債権売却損 6,739 7,301

その他 2,292 1,401

営業外費用合計 17,875 14,031

経常利益又は経常損失（△） 170,310 △164,430

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,450 －

その他 961 －

特別損失合計 35,411 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

134,898 △164,430

法人税、住民税及び事業税 5,699 2,984

法人税等調整額 74,723 △51,169

法人税等合計 80,423 △48,184

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（△）

54,475 △116,245

四半期純利益又は四半期純損失（△） 54,475 △116,245
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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（△）

54,475 △116,245

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △117 393

繰延ヘッジ損益 △4,693 －

その他の包括利益合計 △4,810 393

四半期包括利益 49,664 △115,851

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 49,664 △115,851

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

134,898 △164,430

減価償却費 15,284 18,219

のれん償却額 7,849 －

負ののれん償却額 △80 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,606 △868

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,005 8,934

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,575 1,995

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,063 －

受取利息及び受取配当金 △38 △67

支払利息 1,227 94

為替差損益（△は益） △35,151 1,002

売上債権の増減額（△は増加） △504,206 1,036,191

たな卸資産の増減額（△は増加） 208,696 △11,423

仕入債務の増減額（△は減少） △108,285 465,450

未収消費税等の増減額（△は増加） 81,514 738,240

未収入金の増減額（△は増加） △1,638,785 △12,021

前受金の増減額（△は減少） △135,630 △353,324

前渡金の増減額（△は増加） 127,825 358,921

未払金の増減額（△は減少） 116,714 87,418

預り金の増減額（△は減少） △29,255 347,611

その他 9,208 1,661

小計 △1,702,090 2,523,607

利息及び配当金の受取額 38 67

利息の支払額 △1,772 －

法人税等の還付額 544 9

法人税等の支払額 △8,169 △5,360

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,711,448 2,518,323

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 △7,494 △12,013

無形固定資産の取得による支出 △6,717 △13,900

貸付けによる支出 △50 △450

貸付金の回収による収入 364 79

その他 △87 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,984 △26,294

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） 1,100,000 －

配当金の支払額 △79,486 △57,193

リース債務の返済による支出 △621 △2,241

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,019,892 △59,434

現金及び現金同等物に係る換算差額 35,381 △1,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △670,158 2,431,275

現金及び現金同等物の期首残高 2,026,080 2,478,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,355,922 4,909,876
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 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。   

   

（株式会社エクスプローラの株式取得） 

 当社は、平成24年７月26日開催の取締役会において、株式会社エクスプローラの議決権の総数を取得し、完

全子会社とすることを決議し、同日付で同社の株主との間で株式譲渡契約を締結いたしました。 

  

１．株式取得の目的 

 当社は、株式会社エクスプローラの株式を取得することにより、同社の持つ高い画像圧縮、画像処理技術

およびファブレス事業ノウハウを活用した、ＯＤＭ / ＥＭＳ事業推進の加速、映像 / 画像処理関連製品等

の自社製品事業へ本格参入が可能となると考えております。  

  

２．株式取得の相手先の名称 

 ① 齋藤誠二 

 ② 齋藤宏恵  

  

３．買収する会社の名称、事業内容、規模 

 ① 名称   株式会社エクスプローラ 

 ② 事業内容 ソフトウエア設計、ハードウエア設計・製造 

 ③ 規模  

  （平成23年９月期） 

  

４．株式取得の時期 

 平成24年７月26日 

  

５．株式取得の数、取得価額及び取得後の持分比率 

 ① 取得する株式の数  260株 

 ② 取得価額      280,500千円 

 ③ 資金の調達方法   自己資金によっております。 

 ④ 取得後の持分比率  100％  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

資本金 13,000千円 

売上高 442,408千円 

営業利益 2,335千円 

経常利益 2,260千円 

当期純利益 1,559千円 

純資産 371,668千円 

総資産 712,386千円 
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