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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 3,907 15.9 △75 ― △72 ― △106 ―
23年3月期第1四半期 3,372 57.0 103 ― 101 ― 40 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △93百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 39百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △32.38 ―
23年3月期第1四半期 12.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 14,217 5,129 36.0
23年3月期 13,473 5,271 39.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,112百万円 23年3月期  5,255百万円

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

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 7,850 2.0 120 △63.3 100 △69.7 50 △80.8 15.15
通期 16,500 5.3 400 △36.7 360 △38.4 250 △41.6 75.76



(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、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「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  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） 24年3月期1Q 3,300,000 株 23年3月期 3,300,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,300,000 株 23年3月期1Q 3,300,000 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、東日本

大震災の影響により企業の生産活動が減少し、設備投資も低調に推移するなど、厳しい状況となりまし

た。 

当社グループにおきましては、大震災による案件の中止・延期の影響を受けた一方、スマートフォン

市場の拡大に伴う半導体業界の設備投資増加を受け、ＥＭＳ事業の売上が好調に推移いたしました。こ

の結果、売上高は3,907百万円（前年同期比15.9％増）となりました。 

利益面におきましては、電子機器事業の売上が伸び悩んだことに加え、事業拡大のための営業活動

費、研究開発費の増加により、営業損失は75百万円、経常損失は72百万円、四半期純損失は106百万円

となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 電子機器事業 

デバイス＆コンポーネント製品では、東日本大震災によって自動車業界の生産活動が縮小した影響

を受けて、拡張ボード系機器の販売が低調に推移いたしました。一方で、半導体業界の設備投資が底

堅く推移したため、同業界向けの産業用パソコンの販売は堅調に推移いたしました。 

ソリューション＆サービス製品では、節電に対する関心の高まりから、使用電力量を計測する電力

遠隔監視・制御ソリューションの販売が好調に推移いたしました。 

システム製品では、国内における自動車生産設備への投資が低調に推移している影響を受け、厳し

い状況が続いております。 

この結果、売上高は1,854百万円（前年同期比4.0％増）、セグメント損失（営業損失）は158百万

円となりました。 

  

② ＥＭＳ事業 

当事業では、スマートフォン市場の拡大に伴う半導体業界の設備投資増加を受け、株式会社ダイフ

ク向けの物流システム用制御装置の販売が好調に推移いたしました。 

この結果、売上高2,052百万円（前年同期比29.1％増）、セグメント利益（営業利益）は96百万円

となりました。 

  

資産は14,217百万円となり、前連結会計年度末に比べ743百万円増加いたしました。これは主に現金

及び預金の増加623百万円、有形・無形固定資産の増加67百万円、売上債権の増加52百万円でありま

す。 

負債は9,088百万円となり、前連結会計年度末に比べ886百万円増加いたしました。これは主に関係会

社短期借入金の増加1,000百万円、未払法人税等の減少143百万円であります。 

純資産は5,129百万円となり、前連結会計年度末に比べ142百万円減少いたしました。これは主に四半

期純損失の計上、配当金の支払による利益剰余金の減少156百万円であります。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,420,437 3,044,019

受取手形及び売掛金 3,064,822 3,117,227

商品及び製品 1,876,400 1,728,097

仕掛品 1,089,962 1,334,272

原材料及び貯蔵品 1,447,423 1,359,904

繰延税金資産 45,728 61,152

その他 148,102 127,701

貸倒引当金 △379 △478

流動資産合計 10,092,496 10,771,898

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 969,541 985,822

機械装置及び運搬具（純額） 16,618 16,049

工具、器具及び備品（純額） 61,210 80,028

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 84,284 96,304

建設仮勘定 － 4,581

有形固定資産合計 2,521,574 2,572,704

無形固定資産   

ソフトウエア 240,965 218,780

その他 64,943 103,399

無形固定資産合計 305,908 322,180

投資その他の資産   

投資有価証券 188,798 189,661

繰延税金資産 97 48

その他 365,042 361,281

投資その他の資産合計 553,938 550,992

固定資産合計 3,381,421 3,445,876

資産合計 13,473,918 14,217,775
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,156,887 3,078,155

短期借入金 1,256,145 1,256,340

関係会社短期借入金 1,000,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 800,000 －

リース債務 15,913 18,262

未払法人税等 201,213 57,699

その他 426,483 522,339

流動負債合計 6,856,643 6,932,796

固定負債   

長期借入金 800,000 1,600,000

リース債務 68,370 78,041

繰延税金負債 3,330 2,815

退職給付引当金 424,544 441,498

その他 49,115 33,275

固定負債合計 1,345,359 2,155,629

負債合計 8,202,003 9,088,426

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,119,600 1,119,600

資本剰余金 669,600 669,600

利益剰余金 3,657,569 3,501,231

株主資本合計 5,446,769 5,290,431

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △28,378 △27,000

為替換算調整勘定 △163,223 △151,215

その他の包括利益累計額合計 △191,602 △178,215

少数株主持分 16,748 17,133

純資産合計 5,271,915 5,129,349

負債純資産合計 13,473,918 14,217,775
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,372,351 3,907,315

売上原価 2,549,754 3,104,430

売上総利益 822,597 802,885

販売費及び一般管理費   

販売費 363,863 434,134

一般管理費 355,482 444,686

販売費及び一般管理費合計 719,345 878,821

営業利益又は営業損失（△） 103,251 △75,936

営業外収益   

受取利息 536 127

受取配当金 1,248 1,226

為替差益 － 2,161

受取賃貸料 8,976 13,277

その他 3,022 1,750

営業外収益合計 13,784 18,541

営業外費用   

支払利息 15,310 15,160

為替差損 251 －

その他 55 148

営業外費用合計 15,617 15,308

経常利益又は経常損失（△） 101,418 △72,703

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

固定資産除却損 4,813 3,228

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,353 －

特別損失合計 6,167 3,228

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（△）

95,256 △75,932

法人税、住民税及び事業税 56,500 47,000

法人税等調整額 － △15,376

法人税等合計 56,500 31,623

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（△）

38,756 △107,556

少数株主損失（△） △2,076 △718

四半期純利益又は四半期純損失（△） 40,833 △106,837
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損失（△） △2,076 △718

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（△）

38,756 △107,556

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,419 1,378

為替換算調整勘定 14,092 13,111

その他の包括利益合計 673 14,490

四半期包括利益 39,429 △93,066

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 41,216 △93,450

少数株主に係る四半期包括利益 △1,786 384
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６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△40,570千円には、棚卸資産の調整額△44,560千円及びセグメント間取引消去

3,990千円が含まれております。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６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 セグメント利益又は損失(△)の調整額△14,327千円には、棚卸資産の調整額△19,067千円及びセグメント間

取引消去4,740千円が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っております。

  

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）セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
及び包括利益
計算書計上額

(注)２電子機器事業 ＥＭＳ事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,782,994 1,589,357 3,372,351 ― 3,372,351

セグメント間の内部売上高
又は振替高

317,454 1,104,633 1,422,088 △1,422,088 ―

計 2,100,448 2,693,991 4,794,440 △1,422,088 3,372,351

セグメント利益 27,980 115,840 143,821 △40,570 103,251

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
及び包括利益
計算書計上額

(注)２電子機器事業 ＥＭＳ事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 1,854,846 2,052,469 3,907,315 ― 3,907,315

セグメント間の内部売上高
又は振替高

264,929 903,387 1,168,317 △1,168,317 ―

計 2,119,775 2,955,857 5,075,632 △1,168,317 3,907,315

セグメント利益又は損失(△) △158,128 96,518 △61,609 △14,327 △75,936

（５）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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