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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 50,247 6.8 △23 ― △165 ― △290 ―
24年3月期第2四半期 47,063 4.1 △117 ― △116 ― △114 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △564百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △380百万円 （―％）

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2四半期 △20.68 ―
24年3月期第2四半期 △4.57 ―

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

25年3月期第2四半期 58,774 16,520 28.1 1,394.40
24年3月期 66,641 27,461 41.2 1,090.04
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  16,520百万円 24年3月期  27,461百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 4.00
25年3月期（予想） ― 4.00 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、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  
 連結業績予想の修正については、本日（平成24年10月26日）公表いたしました「平成25年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想数値と実績値との差異及
び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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 101,000 2.8 1,100 87.9 900 40.6 500 ― 38.60



(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  ：  有  
 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(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） 

 自己株式数については、当四半期連結会計期間末に従業員持株ESOP信託口が保有する当社株式360,000株を含めて記載しております。 

※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予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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2Q 25,677,894 株 24年3月期 25,677,894 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 13,830,299 株 24年3月期 484,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 14,058,337 株 24年3月期2Q 25,136,095 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我が国経済は、生産が正常化するなか、堅調な消費需要や復興需要の支えに

より緩やかな回復基調をたどってまいりました。しかしながら、欧州債務危機、力強さに欠ける米国経済、中国経

済の成長率の低下、円高の定着等の内外経済には不確定な要因が多くあり、景気は引き続き不安定な状況にて推移

するものと思われます。 

 当社グループが関連する情報サービス産業の経営環境は引き続き厳しい状況にありますが、業務システム更新や

新規システム構築案件の動きが見え始めており、積極的な営業活動を推進してまいりました。 

 この結果、情報ネットワークソリューションサービスは、ソリューションビジネスが引き続き堅調に推移し、売

上は前年実績を上回ることとなりました。しかしながら、利益につきましては、競争激化に伴う、利益率の厳しい

商談の増加により予想を下回る結果となりました。 

 一方、電子デバイスは、中国・欧州における半導体市場の低迷や国内AV家電業界の業績不振の影響により売上、

利益ともに前年実績を大きく下回る結果となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高502億47百万円（前年同期比6.8％

増）、営業損失23百万円（前年同期は１億17百万円の損失）、経常損失１億65百万円（前年同期は１億16百万円の

損失）、四半期純損失２億90百万円（前年同期は１億14百万円の損失）となりました。 

当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりです。 

  

 ネットワークソリューションサービスにつきましては、引き続き、金融、製造、鉄道関連など社会インフラを支

えるお客さまを中心に、ネットワークインフラ構築やボイスソリューションを展開いたしました。また、モバイル

ソリューションビジネスは好調に推移し、売上に大きく貢献いたしました。 

 システムインテグレーションサービスにつきましては、流通サービス、製造、食品、医療ヘルスケア関連業務等

のお客さまを中心に業務ソリューションビジネスやLCMサービスビジネス(※)を展開し、売上は堅調に推移いたし

ました。 

 以上のとおり、売上は好調に推移しましたが、利益につきましては一部の不採算案件の発生及び競争激化に伴う

利益率の厳しい商談の増加により予想を下回る結果となりました。 

 この結果、当セグメントにおける売上高は386億３百万円（前年同期比26.5％増）、営業損失は29百万円（前年

同期は４億29百万円の損失）となりました。 

(※)お客様のIT環境の設計から移行、運用、継続的改善までをサポートし、IT資産のライフサイクルをトータルで

管理するサービス 

  

 半導体ビジネスにつきましては、電源用パワーデバイス及び空調機器向けセンサーは堅調に推移いたしました

が、中国・欧州市場の低迷により、FA機器向けLSI及び自動車向けメモリーの需要が減少いたしました。 

 電子機器ビジネスにつきましては、産業機器向け組込みHDDならびにサーバ・PCの販売が堅調に推移いたしまし

たが、AV家電業界低迷の影響により3.5インチHDDの販売量が大幅に減少し、前年同期を大きく下回りました。 

 この結果、当セグメントにおける売上高は106億71百万円（前年同期比30.4％減）となり、営業利益は53百万円

（前年同期比83.8％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して78億67百万円減少し、587億74百

万円となりました。この主な要因は、売上債権ならびに仕入債務の減少及び新規借入等によるものであります。 

 また、純資産は前連結会計年度末と比較して109億41百万円減少し、165億20百万円となり、自己資本比率は

28.1％（前連結会計年度末は41.2％）となりました。この主な要因は、自己株式の公開買付けを行い、自己株式を

103億13百万円を取得したことによります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を踏まえ、業績予想の見直しの結果、通期連結業績予想につい

て修正をいたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成24年10月26日）公表いたしました「平成25年３月期第２四半期連結累計期間の

業績予想数値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

情報ネットワークソリューションサービス 

電子デバイス 
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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 

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

   

（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。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。   

   

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,059 13,979

受取手形及び売掛金 26,374 16,917

たな卸資産 7,548 7,659

繰延税金資産 1,071 1,080

未収還付法人税等 4 0

その他 764 761

貸倒引当金 △19 △18

流動資産合計 47,803 40,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,628 1,634

減価償却累計額 △690 △717

建物及び構築物（純額） 937 917

機械装置及び運搬具 10 10

減価償却累計額 △8 △8

機械装置及び運搬具（純額） 2 2

土地 2,346 2,346

リース資産 1,069 1,300

減価償却累計額 △605 △721

リース資産（純額） 463 578

建設仮勘定 457 338

その他 819 833

減価償却累計額 △708 △723

その他（純額） 111 110

有形固定資産合計 4,319 4,293

無形固定資産   

のれん 367 313

リース資産 469 565

その他 385 373

無形固定資産合計 1,221 1,251

投資その他の資産   

投資有価証券 4,595 3,707

長期貸付金 167 165

繰延税金資産 3,240 3,367

長期預金 3,900 4,200

その他 1,551 1,565

貸倒引当金 △158 △157

投資その他の資産合計 13,297 12,849

固定資産合計 18,838 18,394

資産合計 66,641 58,774
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,940 13,757

短期借入金 8,061 11,313

1年内返済予定の長期借入金 296 2,446

リース債務 455 519

未払法人税等 482 146

賞与引当金 2,126 2,048

受注損失引当金 277 116

その他 3,172 3,478

流動負債合計 30,812 33,824

固定負債   

長期借入金 1,026 728

リース債務 635 780

繰延税金負債 1 0

退職給付引当金 6,341 6,698

役員退職慰労引当金 18 －

長期未払金 288 187

負ののれん 34 16

災害損失引当金 17 11

その他 5 5

固定負債合計 8,367 8,429

負債合計 39,179 42,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,812 9,812

資本剰余金 4,104 4,103

利益剰余金 13,933 13,541

自己株式 △345 △10,621

株主資本合計 27,504 16,836

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22 △222

為替換算調整勘定 △65 △94

その他の包括利益累計額合計 △43 △316

純資産合計 27,461 16,520

負債純資産合計 66,641 58,774
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 47,063 50,247

売上原価 39,624 42,606

売上総利益 7,439 7,640

販売費及び一般管理費 7,556 7,664

営業損失（△） △117 △23

営業外収益   

受取利息 14 12

受取配当金 32 31

負ののれん償却額 17 17

為替差益 － 4

その他 40 44

営業外収益合計 105 111

営業外費用   

支払利息 60 102

為替差損 29 －

支払手数料 － 111

その他 14 39

営業外費用合計 104 253

経常損失（△） △116 △165

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

災害損失引当金戻入額 7 5

特別利益合計 7 5

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 2 9

事業再編損 － 5

特別退職金 15 36

事務所移転費用 1 －

特別損失合計 20 51

税金等調整前四半期純損失（△） △129 △211

法人税等 △14 79

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △114 △290

四半期純損失（△） △114 △290
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △114 △290

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △256 △244

為替換算調整勘定 △8 △29

その他の包括利益合計 △265 △273

四半期包括利益 △380 △564

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △380 △564

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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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損失（△） △129 △211

減価償却費 348 413

有形固定資産除却損 0 0

のれん償却額 54 54

負ののれん償却額 △17 △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △90 △77

退職給付引当金の増減額（△は減少） 476 356

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △336 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 130 △161

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △5

受取利息及び受取配当金 △47 △43

支払利息 60 102

為替差損益（△は益） 19 △8

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

投資有価証券評価損益（△は益） 2 9

その他の営業外損益（△は益） △8 132

売上債権の増減額（△は増加） 2,404 9,427

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,343 △138

その他の資産の増減額（△は増加） 0 28

仕入債務の増減額（△は減少） 96 △2,141

未払消費税等の増減額（△は減少） △81 △21

その他の負債の増減額（△は減少） 166 188

小計 707 7,884

利息及び配当金の受取額 47 43

利息の支払額 △60 △102

その他の収入 49 68

その他の支出 △18 △156

特別退職金の支払額 △53 △68

法人税等の支払額 △191 △395

法人税等の還付額 110 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 590 7,276
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 △339

定期預金の払戻による収入 19 －

有形固定資産の取得による支出 △453 △383

有形固定資産の売却による収入 381 475

投資有価証券の取得による支出 △115 △20

投資有価証券の売却による収入 32 537

無形固定資産の取得による支出 － △50

子会社株式の取得による支出 △10 －

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 2 3

その他 △57 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △202 180

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 3,974

短期借入金の返済による支出 △300 △700

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △215 △296

長期借入れによる収入 － 2,000

長期借入金の返済による支出 △110 △148

自己株式の取得による支出 △242 △10,316

自己株式の処分による収入 36 39

配当金の支払額 △102 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー △933 △5,548

現金及び現金同等物に係る換算差額 △54 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △599 1,881

現金及び現金同等物の期首残高 12,138 11,981

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,539 13,863
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 該当事項はありません。   

   

 当社は、平成24年３月26日に上場株券等の公開買付けを行い、同年４月20日その取得を終了しております。この

他、ESOP信託口が保有する当社株式の売却もあり、当第２四半期連結累計期間において自己株式が10,276百万円増

加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が10,621百万円となっております。   

   

 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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            （単位：百万円）

（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、空調機器の販売施工や環境装置、

計測制御機器の販売及び人材派遣業等を含んでおります。 

   ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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            （単位：百万円）

（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、空調機器の販売施工や環境装置、

計測制御機器の販売及び人材派遣業等を含んでおります。 

   ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（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）セグメント情報等

  報告セグメント 

その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

  

情報ネットワー

クソリューショ

ンサービス 

電子デバイス 計 

売上高               

外部顧客への売上高  30,521  15,324  45,845  1,218  47,063  －  47,063

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 34  93  127  161  289  △289  －

計  30,555  15,417  45,973  1,379  47,352  △289  47,063

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △429  331  △98  △29  △128  10  △117

  報告セグメント 

その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

  

情報ネットワー

クソリューショ

ンサービス 

電子デバイス 計 

売上高               

外部顧客への売上高  38,603  10,671  49,274  972  50,247  －  50,247

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 36  125  162  166  329  △329  －

計  38,640  10,797  49,437  1,139  50,576  △329  50,247

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △29  53  24  △56  △32  8  △23

- 10 -

都築電気㈱(8157)平成25年3月期 第2四半期決算短信




