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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第２四半期 8,178 1.7 △47 ― △45 ― △105 ―
24年３月期第２四半期 8,042 4.5 △132 ― △138 ― △208 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △101百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 △219百万円( ―％)

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２四半期 △31.92 ―
24年３月期第２四半期 △63.04 ―

（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 ％

25年３月期第２四半期 14,292 5,060 35.3
24年３月期 14,370 5,211 36.2

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 5,046百万円 24年３月期 5,196百万円

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

24年３月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

25年３月期 ― 15.00

25年３月期(予想) ― 15.00 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 ： 無

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）

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 17,500 6.2 300 64.0 280 53.7 230 234.4 69.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

 

   
  

   

   

 

   

 

※ 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 ： 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

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。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（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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 3,300,000株 24年３月期 3,300,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 93株 24年３月期 93株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 3,299,907株 24年３月期２Ｑ 3,299,994株

※ 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連結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、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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）におけるわが国経済は、欧州の

財政金融問題を背景とした円高・株安の長期化による先行き不透明感や中国経済の成長鈍化に伴って輸

出の減少傾向が鮮明になり、また生産活動も足踏み局面に入りつつあるなど、厳しい状況が続いており

ます。 

このような状況の中、当社グループの売上高は8,178百万円（前年同期比1.7％増）となりました。ま

た、損益面につきましては前年と比べて改善したものの、営業損失は47百万円、経常損失は45百万円、

四半期純損失は105百万円となりました。 

  

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＆ソリューション製品は、国内の生産設備への投資が減少した影響を受け、拡張ボード系

機器の販売が減少いたしました。一方で、政府の再生可能エネルギー普及促進策の効果もあり、太陽

光発電計測関連製品の受注が増加しております。また、医療市場向けにベッドサイド情報端末の拡販

に努めており、引き合いが増加しております。 

システム製品は、主力の自動車生産設備関連のシステムが低迷しておりますが、株式会社コンテッ

クソフトウェア開発（旧 株式会社ダイフクソフトウェア開発）を当社グループに編入したことによ

り、物流関連システムの売上が増加しております。 

この結果、売上高は4,249百万円（前年同期比10.2％増）、セグメント損失（営業損失）は前年同

期比97百万円改善し、164百万円となりました。 

  

② ＥＭＳ（Electronic Manufacturing Service）事業 

当事業では、景気の先行き不透明感から企業の設備投資が下期にずれ込んでおり、株式会社ダイフ

ク向けの物流システム用制御機器の販売が昨年と比べて減少したことから、売上高3,929百万円（前

年同期比6.1％減）、セグメント利益（営業利益）は112百万円（前年同期比33.5％減）となりまし

た。 

  

① 資産・負債及び純資産の状況 

資産は14,292百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円減少いたしました。これは主に売上

債権の減少640百万円、棚卸資産の増加558百万円であります。 

負債は9,231百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円増加いたしました。これは主に仕入

債務の増加135百万円、退職給付引当金の増加46百万円、その他流動負債の減少142百万円でありま

す。 

純資産は5,060百万円となり、前連結会計年度末に比べ151百万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154百万円であります。 

  

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
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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ70百万円増加し、3,053百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動により増加した資金は153百万円となりました。主な内訳は、売上債権の減少による712百

万円の収入、棚卸資産の増加による533百万円の支出であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により減少した資金は29百万円となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による67百万

円の収入、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による46百万円の支出、固定資産取得による35百

万円の支出であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により減少した資金は59百万円となりました。主な内訳は、配当金の支払による49百万円

の支出、リース債務の返済による10百万円の支出であります。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想に変更は

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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

（３）連結業績予想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

（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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,112,084 3,119,932

受取手形及び売掛金 4,112,304 3,471,731

商品及び製品 1,606,483 2,042,955

仕掛品 765,312 850,249

原材料及び貯蔵品 1,167,711 1,204,517

繰延税金資産 38,091 32,591

その他 98,133 177,055

貸倒引当金 △184 △195

流動資産合計 10,899,937 10,898,838

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,016,134 973,406

機械装置及び運搬具（純額） 24,052 21,408

工具、器具及び備品（純額） 66,355 87,753

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 87,441 89,927

建設仮勘定 19,019 －

有形固定資産合計 2,602,922 2,562,415

無形固定資産   

ソフトウエア 175,558 241,617

その他 118,273 15,839

無形固定資産合計 293,832 257,457

投資その他の資産   

投資有価証券 215,535 206,640

繰延税金資産 127 110

その他 357,722 367,411

投資その他の資産合計 573,385 574,162

固定資産合計 3,470,140 3,394,035

資産合計 14,370,077 14,292,873
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,079,115 3,214,948

短期借入金 1,250,000 1,250,000

関係会社短期借入金 2,000,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 800,000 800,000

リース債務 19,513 20,936

未払法人税等 34,444 66,386

その他 581,754 439,708

流動負債合計 7,764,827 7,791,979

固定負債   

長期借入金 800,000 800,000

リース債務 67,928 69,175

繰延税金負債 3,067 2,033

退職給付引当金 489,027 535,521

その他 33,275 33,275

固定負債合計 1,393,297 1,440,005

負債合計 9,158,125 9,231,984

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 3,627,350 3,472,519

自己株式 △69 △69

株主資本合計 5,416,480 5,261,649

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △24,961 △34,634

為替換算調整勘定 △194,578 △180,659

その他の包括利益累計額合計 △219,540 △215,293

少数株主持分 15,011 14,532

純資産合計 5,211,952 5,060,888

負債純資産合計 14,370,077 14,292,873
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 8,042,450 8,178,880

売上原価 6,409,915 6,445,163

売上総利益 1,632,535 1,733,716

販売費及び一般管理費   

販売費 857,834 891,569

一般管理費 907,117 890,079

販売費及び一般管理費合計 1,764,952 1,781,648

営業損失（△） △132,416 △47,932

営業外収益   

受取利息 442 1,075

受取配当金 8,060 9,962

受取賃貸料 16,909 12,022

助成金収入 － 9,965

その他 7,629 3,751

営業外収益合計 33,041 36,777

営業外費用   

支払利息 30,370 29,939

為替差損 6,430 2,864

その他 2,050 1,703

営業外費用合計 38,851 34,507

経常損失（△） △138,226 △45,661

特別損失   

固定資産除却損 3,324 1,332

特別損失合計 3,324 1,332

税金等調整前四半期純損失（△） △141,551 △46,994

法人税、住民税及び事業税 71,365 52,757

法人税等調整額 △3,807 6,325

法人税等合計 67,558 59,083

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △209,109 △106,077

少数株主損失（△） △1,069 △745

四半期純損失（△） △208,039 △105,332
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損失（△） △1,069 △745

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △209,109 △106,077

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,480 △9,673

為替換算調整勘定 7,269 14,186

その他の包括利益合計 △10,210 4,512

四半期包括利益 △219,319 △101,564

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △219,143 △101,085

少数株主に係る四半期包括利益 △176 △478
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（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23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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（△） △141,551 △46,994

減価償却費 121,956 130,805

貸倒引当金の増減額（△は減少） 49 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,701 21,986

受取利息及び受取配当金 △8,502 △11,038

支払利息 30,370 29,939

為替差損益（△は益） 10,022 1,650

有形固定資産除却損 3,324 1,332

売上債権の増減額（△は増加） 72,685 712,411

たな卸資産の増減額（△は増加） 467,652 △533,739

仕入債務の増減額（△は減少） △333,341 122,743

その他 33,769 △250,054

小計 287,135 179,052

利息及び配当金の受取額 6,453 8,994

利息の支払額 △35,828 △29,860

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △174,771 △4,979

営業活動によるキャッシュ・フロー 82,988 153,206

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 67,250

短期貸付金の純増減額（△は増加） － △14,883

有形固定資産の取得による支出 △109,810 △24,060

無形固定資産の取得による支出 △110,605 △11,660

固定資産の除却による支出 △2,864 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △46,825

その他 2,178 294

投資活動によるキャッシュ・フロー △221,101 △29,885

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 993,740 －

長期借入れによる収入 800,000 －

長期借入金の返済による支出 △800,000 －

配当金の支払額 △49,459 △49,385

自己株式の取得による支出 △45 －

リース債務の返済による支出 △8,984 △10,556

財務活動によるキャッシュ・フロー 935,250 △59,942

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,809 6,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 793,327 70,098

現金及び現金同等物の期首残高 2,420,437 2,983,584

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,213,765 3,053,682
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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23年４月１日  至  平成23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  セグメント利益又は損失(△)の調整額△40,459千円には、棚卸資産の調整額△45,199千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。

  

Ⅱ  当第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  セグメント利益又は損失(△)の調整額3,573千円は、棚卸資産の調整額2,793千円及びセグメント間取引消去

780千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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 3,855,782 4,186,668 8,042,450 ― 8,042,450

セグメント間の内部売上高
又は振替高

550,409 1,945,836 2,496,245 △2,496,245 ―

計 4,406,191 6,132,504 10,538,696 △2,496,245 8,042,450

セグメント利益又は損失(△) △261,635 169,678 △91,956 △40,459 △132,416

(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 4,249,468 3,929,411 8,178,880 ― 8,178,880

セグメント間の内部売上高
又は振替高

651,938 2,312,352 2,964,290 △2,964,290 ―

計 4,901,406 6,241,763 11,143,170 △2,964,290 8,178,880

セグメント利益又は損失(△) △164,302 112,796 △51,505 3,573 △47,932

（６）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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