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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 16,713 △8.1 634 10.3 601 4.3 △1,161 ―

2020年３月期第２四半期 18,178 3.1 575 20.5 576 18.1 370 45.3
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △1,055百万円( ―％) 2020年３月期第２四半期 378百万円( 27.4％)
　

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

2021年３月期第２四半期 △198.85 ―

2020年３月期第２四半期 63.49 ―

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 36,305 21,451 58.6

2020年３月期 37,675 22,519 59.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 21,258百万円 2020年３月期 22,320百万円

　

　

２．配当の状況

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

2020年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― 30.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 34,000 △13.5 1,000 △56.0 1,100 △51.5 △1,200 ― △205.44
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 6,244,962株 2020年３月期 6,244,962株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 404,475株 2020年３月期 404,312株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 5,840,577株 2020年３月期２Ｑ 5,841,762株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化に
より実際の業績が異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間のわが国の経済は、国内外における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

から引続き厳しい状況にあり、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が収束する時期は見通せず、先行

き不透明であり、今後も予断を許さない状況にあります。

また、当企業グループを取り巻く国内オフィスの情報通信ネットワーク関連市場およびアミューズメント市場

において、前者は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、多くの企業がオフィス内のソーシャル

ディスタンスを確保するためにテレワークの導入やオフィスへの出社人数を引き下げたりするなど、オフィスで

の働き方の見直しが急速に進んだことにより、情報通信の利用が高まる一方で、プライバシー保護やセキュリテ

ィ確保への関心も高まっております。一方、後者は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行に伴う営業

自粛により店舗の売上が減少する中、店舗数の減少傾向が続いており、厳しい状況であります。

このような環境の中で、当企業グループは、「成長事業の成果創出と変革」を基本方針とし、成長事業のさら

なる成長の加速と新規事業の創出に向けた変革を推進し、事業規模と事業領域の拡大に向け「成長事業への取組

み」、「新規事業の創出」および「既存事業の効率化」ならびに「経営基盤の強化」に取組んでおります。

当第２四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大に伴う企業のテレワーク

推進に向けた環境整備、情報セキュリティ強化等の需要が好調だったことによるネットワークセキュリティ製品

および映像システムの増加はありましたが、アミューズメント市場向けの製品および加工受託している部品の受

注減少などにより、16,713百万円（前年同期比1,465百万円減少）となりました。利益面では、売上高は減少した

ものの、経費削減などにより、経常利益が601百万円（前年同期比24百万円増加）となり、特別損失として、過年

度決算訂正関連費用を1,416百万円計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純損失は、1,161百万円

（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益370百万円）となりました。

分野別の営業の概況は、次のとおりです。

① ネットワークソリューション分野

ネットワークソリューション分野の売上高は、11,473百万円（前年同期比0.9％減少）となりました。これ

は、特定顧客向けのキーテレホンシステムおよびネットワークセキュリティ製品の受注増加はありましたが、

システムインテグレーション等の受注が減少したことによるものです。

② セキュリティソリューション分野

セキュリティソリューション分野の売上高は、5,240百万円（前年同期比20.6％減少）となりました。これ

は、アミューズメント市場向けの製品および加工受託している部品の売上が減少したことによるものです。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

1,067百万円減少し21,451百万円、総資産は1,369百万円減少し36,305百万円となったことにより、自己資本比率

は58.6％となりました。

増減の主なものは、以下のとおりです。

流動資産では、たな卸資産が630百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が回収により2,293百万円減

少いたしました。

固定資産では、無形固定資産がソフトウェアの取得などにより53百万円増加し、投資その他の資産は投資有価

証券、繰延税金資産の増加などにより104百万円増加いたしました。

負債では、支払手形及び買掛金が468百万円、未払消費税等が397百万円、それぞれ減少いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、当企業グループへの影響

を合理的に算定することが困難であることから、未定としておりました。現時点におきましても新型コロナウイ

ルス感染症の収束時期は見通せない状況であるものの、2021年３月期第２四半期の業績に加え、現時点において

入手可能な情報をもとに業績予想を算定しましたので、公表いたします。

なお、詳細につきましては、本日（2020年11月16日）公表いたしました「2021年３月期第２四半期業績の前期

実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,659 7,742

受取手形及び売掛金 10,873 8,579

商品及び製品 1,300 1,321

仕掛品 593 960

原材料及び貯蔵品 2,162 2,404

その他 425 463

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 23,009 21,467

固定資産

有形固定資産

土地 6,568 6,568

その他（純額） 1,520 1,534

有形固定資産合計 8,088 8,103

無形固定資産

ソフトウエア 1,513 1,566

のれん 0 -

その他 39 39

無形固定資産合計 1,552 1,605

投資その他の資産

投資有価証券 3,637 3,820

その他 1,501 1,422

貸倒引当金 △113 △113

投資その他の資産合計 5,024 5,129

固定資産合計 14,665 14,837

資産合計 37,675 36,305
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,145 4,676

短期借入金 1,281 1,119

未払金 747 1,530

未払費用 351 296

未払法人税等 347 475

未払消費税等 574 177

賞与引当金 903 970

役員賞与引当金 29 -

製品保証引当金 147 143

受注損失引当金 1 33

その他 327 424

流動負債合計 9,858 9,848

固定負債

長期借入金 1,612 1,403

繰延税金負債 87 104

退職給付に係る負債 2,862 2,777

役員退職慰労引当金 65 60

その他 670 659

固定負債合計 5,298 5,005

負債合計 15,156 14,853

純資産の部

株主資本

資本金 10,836 10,836

資本剰余金 6,022 6,022

利益剰余金 6,649 5,488

自己株式 △1,250 △1,250

株主資本合計 22,258 21,096

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 263 416

為替換算調整勘定 △20 △19

退職給付に係る調整累計額 △180 △234

その他の包括利益累計額合計 62 162

非支配株主持分 199 193

純資産合計 22,519 21,451

負債純資産合計 37,675 36,305
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 18,178 16,713

売上原価 12,948 11,553

売上総利益 5,229 5,159

販売費及び一般管理費 4,654 4,525

営業利益 575 634

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 64 65

受取補償金 19 25

為替差益 2 -

その他 18 25

営業外収益合計 107 118

営業外費用

支払利息 15 15

持分法による投資損失 79 30

為替差損 - 3

アレンジメントフィー - 87

その他 10 15

営業外費用合計 105 151

経常利益 576 601

特別利益

固定資産売却益 0 2

持分変動利益 1 -

特別利益合計 1 2

特別損失

固定資産除却損 1 1

減損損失 11 1

過年度決算訂正関連費用 - 1,416

特別損失合計 13 1,420

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（△）

564 △816

法人税、住民税及び事業税 199 250

法人税等調整額 △11 88

法人税等合計 188 339

四半期純利益又は四半期純損失（△） 376 △1,155

非支配株主に帰属する四半期純利益 5 5

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

370 △1,161
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 376 △1,155

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 48 153

退職給付に係る調整額 △48 △54

持分法適用会社に対する持分相当額 1 1

その他の包括利益合計 1 100

四半期包括利益 378 △1,055

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 373 △1,061

非支配株主に係る四半期包括利益 5 5
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

564 △816

減価償却費 572 531

減損損失 11 1

のれん償却額 0 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △186 △85

製品保証引当金の増減額（△は減少） 9 △4

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4 32

賞与引当金の増減額（△は減少） 49 67

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35 △4

受取利息及び受取配当金 △66 △67

支払利息 15 15

為替差損益（△は益） 3 3

持分法による投資損益（△は益） 79 30

持分変動損益（△は益） △1 -

固定資産売却損益（△は益） △0 △2

固定資産除却損 1 1

過年度決算訂正関連費用 - 1,416

売上債権の増減額（△は増加） 1,653 2,293

たな卸資産の増減額（△は増加） △467 △630

仕入債務の増減額（△は減少） △628 △468

その他 △627 △500

小計 941 1,783

利息及び配当金の受取額 66 67

利息の支払額 △16 △15

過年度決算訂正関連費用の支払額 - △647

法人税等の支払額 △338 △77

営業活動によるキャッシュ・フロー 653 1,110
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △111 △167

有形固定資産の売却による収入 0 2

無形固定資産の取得による支出 △341 △399

投資有価証券の取得による支出 △51 △1

関係会社貸付けの回収による収入 - 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △503 △554

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） - △4

長期借入れによる収入 90 -

長期借入金の返済による支出 △524 △367

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △291 △0

非支配株主への配当金の支払額 △5 △12

その他 △1 △88

財務活動によるキャッシュ・フロー △733 △472

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △583 82

現金及び現金同等物の期首残高 7,199 7,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,616 7,742
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯する

サービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


