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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 8,755 7.5 △172 ― △86 ― △98 ―
25年3月期第2四半期 8,144 △5.1 △52 ― △36 ― △34 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △1百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △205百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △4.25 ―
25年3月期第2四半期 △1.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 36,982 28,085 75.0
25年3月期 37,098 28,254 75.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  27,739百万円 25年3月期  27,885百万円

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

25年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
26年3月期 ― 7.00
26年3月期（予想） ― 7.00 14.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 19,000 6.2 650 83.3 740 51.1 460 51.2 19.78

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 

(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）連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期2Q 23,267,169 株 25年3月期 23,267,169 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 14,409 株 25年3月期 14,299 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 23,252,833 株 25年3月期2Q 23,253,217 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期の経済環境につきましては、我が国や米国において緩やかな景気回復が継続しているものの、アジ

アでの景気減速懸念や欧州における財政問題の長期化などから、全体としては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や新たな市場である産業機

器製造業におきましては、一部に回復の動きがみられるものの、景気の下振れ懸念などから依然として設備投資に

は慎重な姿勢が続いております。 

このような中にあって、当第２四半期の売上高は、８７億５千５百万円（前年同期比 7.5％増）と前年同期を上

回る結果となりました。これは、国内を中心に電気設計システムの販売が堅調に推移し、基板設計ソリューション

の売上が伸長したことや、輸送用機器・産業機器向けの配線設計システムを中心に、回路設計・ＩＣソリューショ

ンの売上が前年同期を上回ったことによるものです。 

利益面につきましては、グローバルビジネスの拡大を目指し、米国に新たな開発拠点を開設するなど体制強化を

進めたことから経費が増加し、経常損失８千６百万円（前年同期 経常損失３千６百万円）、四半期純損失９千 

８百万円（前年同期 四半期純損失３千４百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期末の総資産は、前期末より１億１千５百万円減少して３６９億８千２百万円となりました。 

流動資産は受取手形及び売掛金が１１億７千６百万円減少し、有価証券が８億２百万円、その他が前払費用の増

加などにより２億９千４百万円それぞれ増加したことなどから、１千３百万円減少いたしました。固定資産は無形

固定資産が減価償却などにより４千５百万円、投資その他の資産が投資有価証券の時価の減少などにより６千５百

万円それぞれ減少したことなどから、１億１百万円減少いたしました。 

負債の合計は、前期末より５千２百万円増加して８８億９千７百万円となりました。流動負債は買掛金が２億 

８千４百万円、訴訟損失引当金が７千２百万円それぞれ減少し、その他が前受金の増加などにより１億９千５百万

円増加したことなどから、２億１千４百万円減少いたしました。固定負債は退職給付引当金の増加などにより、 

２億６千７百万円増加いたしました。 

純資産は、前期末より１億６千８百万円減少して２８０億８千５百万円となり、自己資本比率は75.0％となりま

した。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月７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 

該当事項はありません。 

   

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,552,107 4,427,020

受取手形及び売掛金 4,087,880 2,911,332

有価証券 16,013,686 16,815,701

商品及び製品 152,780 181,239

仕掛品 77,982 238,404

原材料及び貯蔵品 2,283 1,988

その他 1,551,431 1,845,569

貸倒引当金 △28,088 △25,114

流動資産合計 26,410,063 26,396,141

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,178,649 3,137,058

土地 3,009,559 3,009,821

その他（純額） 339,946 391,000

有形固定資産合計 6,528,155 6,537,880

無形固定資産   

のれん 986,963 996,851

その他 859,315 803,804

無形固定資産合計 1,846,279 1,800,655

投資その他の資産 2,314,014 2,248,285

固定資産合計 10,688,448 10,586,822

資産合計 37,098,511 36,982,963



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 681,494 396,558

未払法人税等 136,893 121,774

賞与引当金 682,501 669,402

役員賞与引当金 1,980 －

訴訟損失引当金 72,320 －

その他の引当金 43,439 21,223

その他 4,178,405 4,373,526

流動負債合計 5,797,035 5,582,484

固定負債   

退職給付引当金 2,879,473 3,136,752

その他 167,910 177,788

固定負債合計 3,047,384 3,314,540

負債合計 8,844,419 8,897,025

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 8,845,254 8,583,612

自己株式 △12,762 △12,851

株主資本合計 27,607,311 27,345,579

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 306,188 286,539

為替換算調整勘定 △28,094 107,522

その他の包括利益累計額合計 278,093 394,062

少数株主持分 368,687 346,296

純資産合計 28,254,092 28,085,937

負債純資産合計 37,098,511 36,982,963



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,144,561 8,755,311

売上原価 2,153,871 2,186,107

売上総利益 5,990,690 6,569,203

販売費及び一般管理費 6,043,189 6,741,206

営業損失（△） △52,499 △172,002

営業外収益   

受取利息 10,397 9,723

為替差益 － 29,573

負ののれん償却額 25,117 25,117

受取賃貸料 18,798 21,047

その他 17,562 17,159

営業外収益合計 71,875 102,621

営業外費用   

持分法による投資損失 － 8,827

投資事業組合運用損 5,056 5,327

為替差損 46,474 －

その他 3,852 2,850

営業外費用合計 55,383 17,004

経常損失（△） △36,007 △86,385

特別利益   

権利譲渡収入 － 73,824

役員退職慰労金返還額 － 9,670

投資有価証券売却益 － 1,875

固定資産売却益 3,407 489

事業譲渡益 19,233 －

特別利益合計 22,641 85,858

特別損失   

固定資産処分損 12,958 5,469

ゴルフ会員権評価損 10,480 －

特別損失合計 23,438 5,469

税金等調整前四半期純損失（△） △36,804 △5,996

法人税、住民税及び事業税 88,283 86,349

法人税等調整額 △76,255 25,040

法人税等合計 12,027 111,390

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △48,832 △117,386

少数株主損失（△） △13,985 △18,514

四半期純損失（△） △34,847 △98,872



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △48,832 △117,386

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58,102 △19,790

為替換算調整勘定 △98,257 128,153

持分法適用会社に対する持分相当額 － 7,463

その他の包括利益合計 △156,360 115,826

四半期包括利益 △205,192 △1,560

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △191,165 17,096

少数株主に係る四半期包括利益 △14,027 △18,656



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△） △36,804 △5,996

減価償却費 310,650 359,764

売上債権の増減額（△は増加） 1,592,777 1,261,324

仕入債務の増減額（△は減少） △476,429 △523,227

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,945 213,239

その他 △101,446 △308,909

小計 1,373,692 996,195

利息及び配当金の受取額 14,735 11,691

法人税等の支払額 △1,430,293 △104,368

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,866 903,518

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △35,100 △131,700

有価証券の取得による支出 △1,999,020 △1,999,140

有価証券の償還による収入 2,000,000 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △105,711 △135,337

無形固定資産の取得による支出 △248,638 △136,378

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,760 9,715

その他 63,191 31,473

投資活動によるキャッシュ・フロー △320,518 △361,367

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △395,305 △162,770

その他 △2,077 △7,698

財務活動によるキャッシュ・フロー △397,382 △170,468

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88,765 167,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △848,532 539,226

現金及び現金同等物の期首残高 12,463,138 11,766,640

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,614,606 12,305,867



該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第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） 

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2,735千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２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30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△9,676千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。   

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  5,958,465  1,735,501  450,594  8,144,561  －  8,144,561

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 308,278  167,807  32,230  508,316 (508,316)  －

計  6,266,744  1,903,309  482,824  8,652,878 (508,316)  8,144,561

セグメント利益（又は損失） (155,111) (26,027)  125,904 (55,235)  2,735 (52,499)

  （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  5,968,288  2,219,606  567,416  8,755,311  －  8,755,311

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 351,125  188,875  40,368  580,370 (580,370)  －

計  6,319,414  2,408,482  607,785  9,335,681 (580,370)  8,755,311

セグメント利益（又は損失） (86,067) (241,467)  165,209 (162,325) (9,676) (172,002)



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

（１）販売及び受注の状況

セグメント 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

金額 構成比率（％） 金額 構成比率（％） 

日   本  5,958,465  73.2  5,968,288  68.2

欧   米  1,735,501  21.3  2,219,606  25.4

ア ジ ア  450,594  5.5  567,416  6.4

合  計  8,144,561  100.0  8,755,311  100.0

セグメント 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日）  

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

日   本  7,544,326  5,199,218  7,153,280  5,388,680

欧   米  1,424,752  1,040,240  1,854,223  1,391,904

ア ジ ア  473,451  216,176  543,922  277,550

合  計  9,442,529  6,455,635  9,551,426  7,058,135

製品区分 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日）  

金額 構成比率（％） 金額 構成比率（％） 

基板設計ソリューション  1,131,852  13.9  1,306,967  14.9

回路設計・ＩＣソリューション  1,944,728  23.9  2,098,033  24.0

ＩＴソリューション  1,532,868  18.8  1,484,355  17.0

クライアントサービス  3,531,842  43.4  3,863,140  44.1

そ の 他  3,270  0.0  2,815  0.0

合  計  8,144,561  100.0  8,755,311  100.0

製品区分 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30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  1,137,590  341,845  1,566,746  676,948

回路設計・ＩＣソリューション  2,226,272  859,023  2,083,343  790,091

ＩＴソリューション  2,231,115  1,123,615  2,008,445  1,213,174

クライアントサービス  3,843,762  4,130,380  3,890,055  4,376,521

そ の 他  3,790  770  2,835  1,400

合  計  9,442,529  6,455,635  9,551,426  7,058,135
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