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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 25,909 △0.8 △647 ― △693 ― △521 ―
24年3月期第2四半期 26,109 6.9 △323 ― △338 ― △340 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △614百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △542百万円 （―％）

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 △17.95 ―
24年3月期第2四半期 △11.71 ―

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 40,619 18,032 44.3 618.58
24年3月期 47,925 19,027 39.6 652.83
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  17,979百万円 24年3月期  18,975百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 13.00 13.00

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  ：  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

通期 62,000 △0.7 2,200 21.5 2,100 17.6 1,200 94.7 41.28



(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、添付資料の２ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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きの対象外であります。 
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き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とお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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信(添付資料)２ページ「１．当四半期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   ：  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 29,172,000 株 24年3月期 29,172,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 106,736 株 24年3月期 105,926 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 29,065,664 株 24年3月期2Q 29,069,461 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかに持ち

直しの兆しが見えてきたものの、欧州の債務危機問題や世界的な景気の減速、円高の長期化などの影響

により、景気の下振れリスクは払拭されず、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 防災・情報通信業界におきましては、公共投資や民間設備の建設投資は増加に転じつつあるものの、

依然として低調に推移しており、業界を取り巻く経営環境は厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進してまいりました結果、受注

高は32,698百万円(前年同四半期比2.7％増)、売上高は25,909百万円(前年同四半期比0.8％減)となりま

した。 

 利益につきましては、経費の削減に努めてまいりましたが、価格競争の激化など環境悪化にともなう

原価率の悪化の影響及び当社グループを統括するITシステム導入にともなう初期費用が、当初見込より

増加したこと等により、営業損失は647百万円(前年同四半期は営業損失323百万円)、経常損失は693百

万円(前年同四半期は経常損失338百万円)、四半期純損失は521百万円(前年同四半期は四半期純損失340

百万円)となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の

割合が大きいため、第４四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著し

い相違があり、業績に季節的変動があります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ7,305百万円

減少し、40,619百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるもので

あります。 

 負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ6,310百万円減少し、22,586百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金やその他に含まれる未払金が減少したこと等によるもので

あります。 

 また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ994百万円減少し、18,032百万

円となりました。これは主に、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 

  

平成25年３月期の通期の業績予想につきましては、現時点において平成24年５月14日に公表いたしま

した予想数値に変更はありません。 

 今後、業績予想数値に修正が必要と判断された場合は速やかに公表いたします。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(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、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おり

ます。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

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

 (2) 連結財政状態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

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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 4,202,752 3,206,460

受取手形及び売掛金 20,072,858 11,724,414

製品 2,065,962 1,785,541

仕掛品 324,481 339,844

原材料 2,752,392 2,756,736

未成工事支出金 3,759,202 4,617,967

その他 1,204,472 2,811,178

貸倒引当金 △130,458 △62,852

流動資産合計 34,251,664 27,179,290

固定資産

有形固定資産

土地 4,044,730 4,040,101

その他（純額） 2,606,395 2,486,585

有形固定資産合計 6,651,125 6,526,686

無形固定資産 2,289,966 2,222,804

投資その他の資産

その他 4,932,294 4,916,395

貸倒引当金 △199,485 △225,277

投資その他の資産合計 4,732,808 4,691,118

固定資産合計 13,673,901 13,440,609

資産合計 47,925,565 40,619,899

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,063,867 7,364,054

短期借入金 601,095 1,250,120

未払法人税等 722,645 91,070

工事損失引当金 47,374 －

製品補償引当金 146,559 55,588

その他 8,812,122 6,605,606

流動負債合計 21,393,664 15,366,439

固定負債

長期借入金 1,270,000 1,140,000

退職給付引当金 5,101,367 4,950,509

役員退職慰労引当金 7,912 7,850

その他 1,124,657 1,122,134

固定負債合計 7,503,937 7,220,493

負債合計 28,897,602 22,586,933
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（単位：千円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798,000 3,798,000

資本剰余金 2,728,707 2,728,707

利益剰余金 13,988,288 13,088,560

自己株式 △54,349 △54,683

株主資本合計 20,460,647 19,560,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68,329 48,249

土地再評価差額金 △704,571 △704,571

為替換算調整勘定 △849,142 △925,045

その他の包括利益累計額合計 △1,485,383 △1,581,367

少数株主持分 52,699 53,750

純資産合計 19,027,963 18,032,966

負債純資産合計 47,925,565 40,619,899
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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 26,109,235 25,909,380

売上原価 18,751,778 18,756,082

売上総利益 7,357,457 7,153,297

販売費及び一般管理費

給料及び手当 2,920,043 2,909,391

その他 4,760,658 4,891,591

販売費及び一般管理費合計 7,680,702 7,800,982

営業損失（△） △323,244 △647,685

営業外収益

受取利息 1,343 1,665

受取配当金 19,537 18,629

貸倒引当金戻入額 24,892 22,219

保険解約返戻金 － 26,784

その他 33,275 35,256

営業外収益合計 79,049 104,554

営業外費用

支払利息 17,435 17,680

売上割引 24,299 13,741

為替差損 12,178 48,379

支払手数料 7,767 42,702

その他 32,865 27,671

営業外費用合計 94,546 150,174

経常損失（△） △338,741 △693,305

特別利益

関係会社株式売却益 629 －

災害損失引当金戻入額 5,981 －

特別利益合計 6,611 －

特別損失

有形固定資産除却損 1,612 3,664

災害による損失 101,445 －

特別損失合計 103,057 3,664

税金等調整前四半期純損失（△） △435,188 △696,970

法人税、住民税及び事業税 78,048 50,051

法人税等調整額 △168,986 △228,392

法人税等合計 △90,937 △178,341

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △344,250 △518,628

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,753 3,240

四半期純損失（△） △340,496 △521,869
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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（△） △344,250 △518,628

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32,696 △20,140

為替換算調整勘定 △165,745 △75,903

その他の包括利益合計 △198,442 △96,044

四半期包括利益 △542,693 △614,673

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △538,931 △617,853

少数株主に係る四半期包括利益 △3,761 3,180
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 (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
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