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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 12,620 8.4 33 ― 19 ― △73 ―
24年３月期第３四半期 11,642 △1.3 △153 ― △145 ― △236 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 67百万円( ―％) 24年３月期第３四半期 △294百万円( ―％)

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３四半期 △22.37 ―
24年３月期第３四半期 △71.61 ―

（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３四半期 16,701 5,263 30.9
24年３月期 14,370 5,211 36.2

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 5,167百万円 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 6.2 200 9.3 160 △12.2 100 45.4 30.30

(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 ： 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 3,299,907株 24年３月期３Ｑ 3,299,975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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年12月31日）におけるわが国経済は、世界経

済減速の影響を受けて、輸出や企業の設備投資が減少しており、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12,620百万円（前年同期比8.4％増）となりました。

利益面につきましては、原価低減等の効果や売上高の増加に伴い営業利益は33百万円、経常利益は19百

万円となりました。なお、四半期純損失は、第２四半期と比べて改善したものの73百万円となりまし

た。 

  

デバイス＆ソリューション製品は、製造業の設備投資が減少した影響を受けましたが、再生可能

エネルギー買取制度の効果もあり、太陽光発電計測関連製品の売上高が増加いたしました。また、

医療・介護市場への拡販を進めており、医療機器組込用パソコンやベッドサイド情報端末などの引

き合いが大幅に増加いたしました。 

システム製品は、株式会社コンテッ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、

売上が増加いたしました。また、業務提携先と協業して物流関連システムの拡販を推進しておりま

す。 

この結果、売上高は6,636百万円（前年同期比13.1％増）、セグメント損失（営業損失）は前年

同期比149百万円改善し、167百万円となりました。 

  

当事業では、株式会社ダイフク向け案件の一部が当初計画より前倒しとなったことから物流シス

テム用制御機器の販売が増加し、売上高5,984百万円（前年同期比3.6％増）、セグメント利益（営

業利益）は195百万円（前年同期比0.6％減）となりました。 

  

資産は16,701百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,331百万円増加いたしました。これは主に子

会社株式(米国：DTｘ Inc.)取得によるのれんの計上1,509百万円、棚卸資産の増加845百万円によるも

のであります。 

負債は11,438百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,280百万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1,200百万円、その他流動負債の増加482百万円、仕入債務の増加431百万円、

退職給付引当金の増加65百万円、未払法人税等の増加27百万円によるものであります。 

純資産は5,263百万円となり、前連結会計年度末に比べ51百万円増加いたしました。これは主に子会

社株式取得等による少数株主持分の増加80百万円によるものであります。 

  

近の業績動向を踏まえ、平成24年５月11日に公表しました平成25年３月期の通期連結業績予想を修

正しております。詳細につきましては、本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

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

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①  電子機器事業

②  ＥＭＳ（Electronic Manufacturing Service）事業

（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。 

  

（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。 

  

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,112,084 2,915,088

受取手形及び売掛金 4,112,304 4,139,302

商品及び製品 1,606,483 2,074,937

仕掛品 765,312 878,191

原材料及び貯蔵品 1,167,711 1,431,967

繰延税金資産 38,091 48,261

その他 98,133 332,529

貸倒引当金 △184 △11,802

流動資産合計 10,899,937 11,808,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,016,134 952,249

機械装置及び運搬具（純額） 24,052 29,916

工具、器具及び備品（純額） 66,355 79,356

土地 1,389,919 1,389,919

リース資産（純額） 87,441 84,465

建設仮勘定 19,019 187

有形固定資産合計 2,602,922 2,536,094

無形固定資産   

のれん － 1,509,517

ソフトウエア 175,558 223,987

その他 118,273 14,411

無形固定資産合計 293,832 1,747,916

投資その他の資産   

投資有価証券 215,535 235,105

繰延税金資産 127 2,121

その他 357,722 371,730

投資その他の資産合計 573,385 608,957

固定資産合計 3,470,140 4,892,967

資産合計 14,370,077 16,701,443
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,079,115 3,510,510

短期借入金 1,250,000 1,249,481

関係会社短期借入金 2,000,000 3,200,000

1年内返済予定の長期借入金 800,000 870,471

リース債務 19,513 20,545

未払法人税等 34,444 61,808

その他 581,754 1,064,345

流動負債合計 7,764,827 9,977,161

固定負債   

長期借入金 800,000 804,329

リース債務 67,928 64,104

繰延税金負債 3,067 5,230

退職給付引当金 489,027 554,215

その他 33,275 33,275

固定負債合計 1,393,297 1,461,154

負債合計 9,158,125 11,438,315

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 3,454,547

自己株式 △69 △69

株主資本合計 5,416,480 5,243,678

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 △9,903

為替換算調整勘定 △194,578 △66,188

その他の包括利益累計額合計 △219,540 △76,092

少数株主持分 15,011 95,542

純資産合計 5,211,952 5,263,128

負債純資産合計 14,370,077 16,701,443
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 11,642,998 12,620,462

売上原価 9,169,306 9,899,937

売上総利益 2,473,691 2,720,525

販売費及び一般管理費   

販売費 1,262,231 1,338,316

一般管理費 1,364,480 1,348,484

販売費及び一般管理費合計 2,626,711 2,686,800

営業利益又は営業損失（△） △153,019 33,724

営業外収益   

受取利息 583 1,519

受取配当金 11,360 10,857

受取賃貸料 24,963 17,912

助成金収入 － 9,965

為替差益 11,915 －

その他 8,498 4,894

営業外収益合計 57,322 45,148

営業外費用   

支払利息 45,499 45,529

為替差損 － 11,267

その他 4,258 2,850

営業外費用合計 49,758 59,646

経常利益又は経常損失（△） △145,455 19,227

特別損失   

固定資産除却損 3,331 1,332

特別損失合計 3,331 1,332

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（△）

△148,786 17,894

法人税、住民税及び事業税 86,764 87,560

法人税等調整額 2,345 5,874

法人税等合計 89,109 93,435

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △237,895 △75,541

少数株主損失（△） △1,571 △1,736

四半期純損失（△） △236,324 △73,804

少数株主損失（△） △1,571 △1,736

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △237,895 △75,541

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,811 15,057

為替換算調整勘定 △42,200 127,923

その他の包括利益合計 △57,012 142,980

四半期包括利益 △294,908 67,439

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △293,341 69,652

少数株主に係る四半期包括利益 △1,567 △2,213
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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23年４月１日  至  平成23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 

 
(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△32,447千円には、棚卸資産の調整額△37,187千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) 

１  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6,300千円には、棚卸資産の調整額4,740千円及びセグメント間取引消

去1,560千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利益と調整を行っております。

  

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「電子機器事業」セグメントにおいて、DTx Inc.の株式を取得し子会社化したことにより、のれん

の金額に重要な変動が生じております。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては1,509,517千円で

あります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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
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 5,866,252 5,776,746 11,642,998 ― 11,642,998

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

741,425 3,011,779 3,753,205 △3,753,205 ―

計 6,607,678 8,788,525 15,396,203 △3,753,205 11,642,998

セグメント利益又は損失(△) △316,967 196,395 △120,571 △32,447 △153,019

(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 6,636,269 5,984,193 12,620,462 ― 12,620,462

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,052,044 3,316,630 4,368,674 △4,368,674 ―

計 7,688,313 9,300,823 16,989,137 △4,368,674 12,620,462

セグメント利益又は損失(△) △167,743 195,167 27,424 6,300 33,724

（のれんの金額の重要な変動）
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