
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年2月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 図研 上場取引所 東 
コード番号 6947 URL http://www.zuken.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 金子 真人
問合せ先責任者 （役職名） 財務部長 （氏名） 西 伸孝 TEL 045-942-1511
四半期報告書提出予定日 平成25年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 12,263 △2.0 △231 ― △145 ― △92 ―
24年3月期第3四半期 12,507 3.4 △89 ― △54 ― 391 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △141百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 246百万円 （―％）

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3四半期 △3.98 ―
24年3月期第3四半期 16.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 35,745 27,670 76.3
24年3月期 38,270 28,370 73.0
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  27,267百万円 24年3月期  27,933百万円

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 ― 7.00 ― 17.00 24.00
25年3月期 ― 7.00 ―
25年3月期（予想） 7.00 14.00

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 18,000 △1.4 700 △20.7 770 △21.6 500 △71.7 21.50

shuji
新規スタンプ



(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）２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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．当四半期決算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

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3Q 23,267,169 株 24年3月期 23,267,169 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 14,107 株 24年3月期 13,901 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 23,253,193 株 24年3月期3Q 23,253,441 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期の経済環境につきましては、東日本大震災からの復興需要を背景に回復基調が続いたものの、欧州

における金融不安の長期化やアジア新興国の景気減速などから、先行きの不透明な状況で推移いたしました。当社

グループの主要なお客さまであるエレクトロニクス及び自動車関連製造業におきましては、世界的な景気の減速懸

念などから、依然として設備投資には慎重な姿勢が継続しております。 

このような中にあって、当第３四半期の売上高は、１２２億６千３百万円（前年同期比 2.0％減）と前年同期を

若干下回る結果となりました。これは、前期に連結子会社を売却したことによるもので、この影響を差し引くと、

前年同期を上回る水準で推移いたしました。製品区分別では、エレクトロニクス製造業向けを中心に基板設計ソリ

ューションの売上は前年同期を下回ったものの、部品データを管理するインフラシステムや通信セキュリティ製品

の販売が堅調に推移したことにより、ＩＴソリューションの売上は前年同期を大きく上回りました。また、回路設

計・ＩＣソリューションにつきましては、連結子会社の売却による減収分を補いきれなかったものの、日本及び米

国における輸送用機器・産業機器向けの配線設計システムの販売は堅調に推移いたしました。 

利益面につきましては、経費の抑制に努めたものの、売上高の減少などにより経常損失１億４千５百万円（前年

同期 経常損失５千４百万円）、四半期純損失９千２百万円（前年同期 四半期純利益３億９千１百万円）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の総資産は、前期末より２５億２千５百万円減少して３５７億４千５百万円となりました。 

流動資産は受取手形及び売掛金が１８億２千６百万円、有価証券が１２億４千４百万円それぞれ減少したこと

などにより、２４億３千１百万円減少しました。固定資産は、有形固定資産が減価償却などにより８千４百万円減

少したことなどから、９千３百万円減少しました。 

負債の合計は、前期末より１８億２千４百万円減少して８０億７千４百万円となりました。流動負債は買掛金

が２億４千９百万円、未払法人税等が１３億９千６百万円、賞与引当金が３億３千２百万円それぞれ減少したこと

などから、１８億５千万円減少しました。固定負債は退職給付引当金の増加などにより、２千５百万円増加しまし

た。 

純資産は、前期末より７億円減少して２７６億７千万円となり、自己資本比率は76.3％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年10月26日公表の通期の業績予想につきましては、現時点におきまして変更はありません。今後、何らか

の変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

（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 

（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、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失はそれぞれ3,280千円減少しております。 

  

１．当四半期決算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



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,807,346 4,079,048

受取手形及び売掛金 4,718,538 2,892,408

有価証券 17,436,840 16,192,382

商品及び製品 169,931 169,718

仕掛品 75,096 297,851

原材料及び貯蔵品 2,221 1,949

その他 1,431,367 1,581,103

貸倒引当金 △35,563 △39,769

流動資産合計 27,605,779 25,174,692

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,313,377 3,212,332

土地 3,009,559 3,009,559

その他（純額） 312,668 329,565

有形固定資産合計 6,635,605 6,551,457

無形固定資産   

のれん 1,038,835 985,891

その他 743,788 845,393

無形固定資産合計 1,782,623 1,831,284

投資その他の資産 2,246,266 2,187,788

固定資産合計 10,664,494 10,570,530

資産合計 38,270,274 35,745,222



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 671,848 422,624

未払法人税等 1,476,926 80,848

賞与引当金 732,782 400,440

役員賞与引当金 16,880 －

その他の引当金 53,569 41,600

その他 3,919,156 4,075,003

流動負債合計 6,871,163 5,020,517

固定負債   

退職給付引当金 2,852,127 2,873,307

その他 176,462 181,046

固定負債合計 3,028,590 3,054,353

負債合計 9,899,753 8,074,871

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,117,065 10,117,065

資本剰余金 8,657,753 8,657,753

利益剰余金 9,099,109 8,448,435

自己株式 △12,542 △12,658

株主資本合計 27,861,384 27,210,595

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 290,447 237,921

為替換算調整勘定 △217,958 △181,041

その他の包括利益累計額合計 72,489 56,879

少数株主持分 436,646 402,876

純資産合計 28,370,520 27,670,351

負債純資産合計 38,270,274 35,745,222



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 12,507,785 12,263,876

売上原価 3,234,982 3,257,797

売上総利益 9,272,802 9,006,079

販売費及び一般管理費 9,362,004 9,237,481

営業損失（△） △89,202 △231,401

営業外収益   

受取利息 25,292 19,702

持分法による投資利益 12,465 －

負ののれん償却額 37,676 37,676

受取賃貸料 30,597 28,083

その他 41,525 24,460

営業外収益合計 147,557 109,922

営業外費用   

為替差損 98,870 14,901

投資事業組合運用損 7,694 5,056

その他 5,982 4,375

営業外費用合計 112,547 24,333

経常損失（△） △54,191 △145,812

特別利益   

事業譲渡益 － 19,124

固定資産売却益 8,537 3,976

関係会社株式売却益 1,123,061 －

特別利益合計 1,131,598 23,100

特別損失   

固定資産処分損 9,479 13,697

ゴルフ会員権評価損 － 11,180

特別損失合計 9,479 24,877

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（△）

1,067,927 △147,589

法人税、住民税及び事業税 561,812 103,045

法人税等調整額 141,529 △124,417

法人税等合計 703,341 △21,372

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（△）

364,585 △126,217

少数株主損失（△） △26,644 △33,621

四半期純利益又は四半期純損失（△） 391,229 △92,596



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

364,585 △126,217

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,485 △52,675

為替換算調整勘定 △110,474 36,916

持分法適用会社に対する持分相当額 413 －

その他の包括利益合計 △118,546 △15,758

四半期包括利益 246,039 △141,976

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 263,503 △108,206

少数株主に係る四半期包括利益 △17,464 △33,770



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）１．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去 千円が含まれております。 

２．セグメント利益は、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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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）１．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去 千円が含まれております。 

２．セグメント利益は、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。 

  

（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 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２ 日本 欧米 アジア 計 

売   上   高             

(1) 外部顧客への売上高  9,134,150  2,834,087  539,547  12,507,785  －  12,507,785

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 429,181  233,843  74,780  737,806 (737,806)  －

計  9,563,331  3,067,931  614,327  13,245,591 (737,806)  12,507,785

セグメント利益（又は損失） (263,879) (1,421)  158,773 (106,527)  17,325 (89,202)

17,325

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２ 日本 欧米 アジア 計 

売   上   高             

(1) 外部顧客への売上高  8,860,578  2,730,171  673,127  12,263,876  －  12,263,876

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 486,203  259,764  62,475  808,443 (808,443)  －

計  9,346,781  2,989,935  735,602  13,072,320 (808,443)  12,263,876

セグメント利益（又は損失） (428,664) (3,667)  197,019 (235,312)  3,910 (231,401)

3,910



（１）販売及び受注の状況 

① 売上高                                     （単位：千円） 

  

② 受注高及び受注残高                               （単位：千円） 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。 

  

（参考）製品区分別実績は次のとおりであります。 

① 売上高                                     （単位：千円） 

  

② 受注高及び受注残高                               （単位：千円） 

（注）金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。 

  

４．補足情報

セグメント 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

金額 構成比率（％） 金額 構成比率（％） 

日   本  9,134,150  73.0  8,860,578  72.2

欧   米  2,834,087  22.7  2,730,171  22.3

ア ジ ア  539,547  4.3  673,127  5.5

合  計  12,507,785  100.0  12,263,876  100.0

セグメント 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

日   本  10,654,376  4,839,772  9,736,016  4,488,795

欧   米  2,313,799  866,059  2,360,452  1,114,468

ア ジ ア  549,775  141,017  653,608  186,249

合  計  13,517,951  5,846,849  12,750,076  5,789,513

製品区分 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

金額 構成比率（％） 金額 構成比率（％） 

基板設計ソリューション  2,184,557  17.5  1,665,037  13.6

回路設計・ＩＣソリューション  3,265,227  26.1  2,889,952  23.6

ＩＴソリューション  1,810,094  14.5  2,377,907  19.4

クライアントサービス  5,242,925  41.9  5,326,069  43.4

そ の 他  4,980  0.0  4,910  0.0

合  計  12,507,785  100.0  12,263,876  100.0

製品区分 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

基板設計ソリューション  2,285,321  491,406  1,713,982  400,800

回路設計・ＩＣソリューション  3,825,283  1,193,606  3,187,807  892,405

ＩＴソリューション  2,533,181  1,019,776  2,863,616  914,018

クライアントサービス  4,868,965  3,141,841  4,978,279  3,580,560

そ の 他  5,199  219  6,390  1,730

合  計  13,517,951  5,846,849  12,750,076  5,789,513
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