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

26年3月期第3四半期 100,582 11.0 5,541 299.2 5,830 282.5 3,635 ―
25年3月期第3四半期 90,611 △3.3 1,388 △22.1 1,524 △23.5 △3,019 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 6,788百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △1,597百万円 （―％）

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3四半期 35.37 ―
25年3月期第3四半期 △29.37 ―

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

26年3月期第3四半期 169,045 78,202 43.7 718.23
25年3月期 152,520 85,162 53.3 790.76
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 73,803百万円 25年3月期 81,282百万円

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 ― 4.00 ― 10.00 14.00
26年3月期 ― 6.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 16.00

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 ： 有 
連結業績予想の修正については、本日（平成26年１月27日）公表いたしました「通期業績予想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 167,000 20.3 15,500 152.9 15,500 139.9 12,500 102.8 121.65



(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 
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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、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き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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、添付資料３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。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しています。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 有
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3Q 105,221,259 株 25年3月期 105,221,259 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,464,257 株 25年3月期 2,431,977 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 102,776,271 株 25年3月期3Q 102,798,725 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く事業環境は、先進国においては米国の財政問題や欧州の信

用不安が落ち着きを見せ緩やかな景気回復の動きが見られるものの、新興国においては経済成長の低迷が継続する

等、世界経済全体としては流動的な状況が続きました。一方、国内においては景気回復に向けた政府の経済政策等

により、全体として堅調に推移しました。  

 このような状況の中で、当社グループの経営成績は、受注高は142,268百万円（前年同期比42.2%増）、売上高は

100,582百万円（前年同期比11.0%増）、営業利益は5,541百万円（前年同期比299.2%増）、経常利益は5,830百万円

（前年同期比282.5%増）となり、四半期純利益は3,635百万円（前年同期は四半期純損失3,019百万円）となりまし

た。 

 当第３四半期連結累計期間のセグメント別営業状況は次のとおりです。 

【映像・無線ネットワーク】 

 映像・無線ネットワーク部門（無線通信システム、情報処理システム、放送システム、監視システム・画像処理

等）では、公共事業分野における堅調な需要に対し、防災行政無線システム、消防無線システム等の製品分野にお

いて拡販プロジェクト等の営業活動を推進して受注を確保したことから、売上高は前年同期と同水準の52,176百万

円（前年同期比110百万円（0.2%）減）となりました。営業損益については、原価低減の推進や前期に実施した事

業構造改革（国内グループ会社再編、事業拠点の集約等）の成果により、営業損失776百万円となり、前年同期に

比べ762百万円改善しました（前年同期は営業損失1,538百万円）。 

【エコ・薄膜プロセス】 

 エコ・薄膜プロセス部門（半導体製造装置等）では、半導体市況の回復に伴い半導体メーカーの設備投資が堅調

に推移し、 先端の製品・サービス提案等の顧客ニーズを的確に捉えた営業活動が成果を上げ受注が急増したこと

から、売上高は47,738百万円となり、前年同期に比べ9,959百万円（26.4%）増加しました。売上高の増加により、

営業利益は6,675百万円となり、前年同期に比べ3,927百万円（142.9%）増加しました。 

【その他】 

 その他の部門では、売上高は668百万円で、前年同期に比べ122百万円（22.3%）増加し、営業利益は245百万円と

なり、前年同期に比べ57百万円（30.3%）増加しました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

①  資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四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て 百万円増加し、 百万円とな

りました。流動資産は 百万円増加し、 百万円となりました。固定資産は 百万円増加し、

百万円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりま

した。流動負債は 百万円増加し、 百万円となりました。固定負債は 百万円増加し、 百万

円となりました。 

  当第３四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て 百万円減少して 百万円とな

り、自己資本比率は43.7％となりました。 

②  キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は 百万円となり、

前連結会計年度末より 百万円の減少となりました。 

  当第３四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す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、資金は 百万円の増加となりました。これは主に、仕入債務の増加 百万円、売上債権

の減少 百万円、税金等調整前四半期純利益 百万円、その他の流動負債の増加 百万円等による資金

の増加が、たな卸資産の増加 百万円等による資金の減少を上回った結果です（前年同期は 百万円の減

少）。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、資金は 百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 百

万円、定期預金の預入による支出 百万円等によるものです（前年同期は 百万円の減少）。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金は 百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払 百万円によるもので

す（前年同期は 百万円の減少）。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

16,525 169,045

14,087 137,196 2,438 31,849

23,485 90,843

13,322 60,632 10,163 30,211

6,960 78,202

44,926

2,228

4,562 9,015

5,323 4,928 3,324

16,269 13,748

6,358 3,863

3,592 1,377

1,970 1,813

1,600



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の連結業績予想については、エコ・薄膜プロセス部門における業績動向等を踏まえ、修正いたしました。 

  詳細は、本日（平成26年1月27日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

   

   

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下、「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日）が平成

25年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間

よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上

する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しました。ま

た、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定

式基準へ変更しました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上し

たことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職給付

債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当第３四半期連結累計期間の期首の利益剰余金に加減しており

ます。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首のその他の包括利益累計額が 百万円減少し、利益剰余金が

百万円減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ 百万円増加しております。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

7,730

4,141

60



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,278 14,892

グループ内預入金 37,976 32,459

受取手形及び売掛金 41,642 36,813

商品及び製品 10,925 17,271

仕掛品 9,830 19,401

原材料及び貯蔵品 5,596 6,743

繰延税金資産 5,079 5,204

その他 2,901 4,547

貸倒引当金 △118 △134

流動資産合計 123,109 137,196

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,517 13,327

機械装置及び運搬具（純額） 2,932 3,116

土地 4,706 4,813

建設仮勘定 2,930 580

その他（純額） 1,457 1,636

有形固定資産合計 20,542 23,472

無形固定資産   

のれん 1,244 926

その他 1,648 1,365

無形固定資産合計 2,892 2,291

投資その他の資産   

投資有価証券 1,568 1,502

長期貸付金 103 128

繰延税金資産 1,905 2,352

その他 2,700 2,475

貸倒引当金 △299 △371

投資その他の資産合計 5,977 6,086

固定資産合計 29,411 31,849

資産合計 152,520 169,045



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,970 34,707

短期借入金 551 479

未払法人税等 870 652

未払費用 10,908 7,248

製品保証引当金 1,101 1,014

工事損失引当金 22 10

その他 8,888 16,522

流動負債合計 47,310 60,632

固定負債   

長期借入金 165 117

退職給付引当金 18,001 －

役員退職慰労引当金 113 93

退職給付に係る負債 － 29,531

繰延税金負債 229 170

資産除去債務 79 65

その他 1,461 235

固定負債合計 20,048 30,211

負債合計 67,358 90,843

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,058 10,058

資本剰余金 26,202 26,202

利益剰余金 48,118 46,172

自己株式 △2,617 △2,656

株主資本合計 81,760 79,776

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 219 332

為替換算調整勘定 △697 880

退職給付に係る調整累計額 － △7,185

その他の包括利益累計額合計 △478 △5,973

少数株主持分 3,880 4,399

純資産合計 85,162 78,202

負債純資産合計 152,520 169,045



（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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 90,611 100,582

売上原価 66,444 71,235

売上総利益 24,167 29,347

販売費及び一般管理費 22,779 23,806

営業利益 1,388 5,541

営業外収益   

受取利息 111 192

受取配当金 71 69

投資有価証券売却益 － 163

為替差益 1 159

助成金収入 71 －

その他 177 269

営業外収益合計 431 852

営業外費用   

支払利息 16 14

固定資産処分損 33 126

遊休資産維持管理費用 92 66

その他 154 357

営業外費用合計 295 563

経常利益 1,524 5,830

特別損失   

事業構造改善費用 2,405 902

固定資産売却損 180 －

のれん減損損失 1,155 －

特別損失合計 3,740 902

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（△）

△2,216 4,928

法人税等 483 1,159

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（△）

△2,699 3,769

少数株主利益 320 134

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,019 3,635



（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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

△2,699 3,769

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4 113

為替換算調整勘定 1,098 2,361

退職給付に係る調整額 － 545

その他の包括利益合計 1,102 3,019

四半期包括利益 △1,597 6,788

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,403 5,870

少数株主に係る四半期包括利益 806 918



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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（△）

△2,216 4,928

減価償却費 2,328 2,399

のれん減損損失 1,155 －

事業構造改善費用 1,348 240

退職給付引当金の増減額（△は減少） △497 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20 △20

製品保証引当金の増減額（△は減少） △720 △90

工事損失引当金の増減額（△は減少） △3 △13

受取利息及び受取配当金 △176 △261

支払利息 16 14

固定資産処分損益（△は益） 33 126

固定資産売却損益（△は益） 169 △21

売上債権の増減額（△は増加） 5,566 5,323

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,443 △16,269

その他の流動資産の増減額（△は増加） 850 △105

仕入債務の増減額（△は減少） △10,264 9,015

未払消費税等の増減額（△は減少） △924 △932

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,711 3,324

その他 455 605

小計 △11,054 7,647

利息及び配当金の受取額 173 261

利息の支払額 △15 △16

法人税等の支払額 △1,336 △1,603

法人税等の還付額 243 62

特別退職金の支払額 △1,759 △1,789

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,748 4,562

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 △9 △3,592

定期預金の払戻による収入 630 1,336

投資有価証券の取得による支出 △2 －

投資有価証券の売却による収入 3 313

有形固定資産の取得による支出 △1,723 △3,863

有形固定資産の売却による収入 1,012 64

無形固定資産の取得による支出 △344 △311

子会社株式の取得による支出 △36 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 16 △538

投資その他の資産の増減額（△は増加） 148 237

長期前払費用の取得による支出 △1,074 －

その他 2 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,377 △6,358



（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △7 △105

配当金の支払額 △1,231 △1,640

長期借入金の返済による支出 － △8

少数株主への配当金の支払額 △342 △173

自己株式の増減額（△は増加） △10 △38

その他 △10 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,600 △1,970

現金及び現金同等物に係る換算差額 473 1,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,252 △2,487

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 259

現金及び現金同等物の期首残高 43,989 47,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,737 44,926



  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  

(単位：百万円)

(注）１．その他には、施設管理サービス、印刷業及び人材派遣業等を含んでおります。  

２．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△10百万円は、販売費及び一般管理費の配賦差異等95百万円、未実現

損益調整額254百万円、取得原価配分額の償却額△414百万円、その他55百万円であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益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25年４月１日 至 平成25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  

(単位：百万円)

(注）１．その他には、施設管理サービス、印刷業及び人材派遣業等を含んでおります。  

２．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△603百万円は、販売費及び一般管理費の配賦差異等△30百万円、未実

現損益調整額△307百万円（エコ・薄膜プロセスのセグメント利益から控除した未実現損益調整額

△553百万円を除く）、取得原価配分額の償却額△338百万円、その他72百万円であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益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）

  
映像・無線 
ネットワーク

エコ・薄膜 
プロセス  

その他 
（注）１  

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３  

売上高           

外部顧客への売上高  52,286  37,779  546 －  90,611

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

－ －  2,553  △2,553 － 

計  52,286  37,779  3,099  △2,553  90,611

セグメント利益又は損失（△）  △1,538  2,748  188  △10  1,388

  
映像・無線 
ネットワーク

エコ・薄膜 
プロセス  

その他 
（注）１  

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３  

売上高           

外部顧客への売上高  52,176  47,738  668 －  100,582

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

－ －  3,514  △3,514 － 

計  52,176  47,738  4,182  △3,514  100,582

セグメント利益又は損失（△）  △776  6,675  245  △603  5,541
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