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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 8,216 △14.8 △786 ― △764 ― △408 ―

25年3月期第2四半期 9,639 3.3 △858 ― △849 ― △463 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △476百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △586百万円 （―％）

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2四半期 △27.82 ―

25年3月期第2四半期 △31.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 17,355 10,044 50.3
25年3月期 20,050 10,597 45.8

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  8,733百万円 25年3月期  9,177百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

26年3月期 ― 0.00

26年3月期（予想） ― 5.00 5.00

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  ：  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

通期 24,000 △2.4 400 △48.7 410 △50.2 410 △43.7 27.94



(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Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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 

(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 
基づく四半期連結財務諸表に対する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。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 14,700,000 株 25年3月期 14,700,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 23,112 株 25年3月期 23,112 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 14,676,888 株 25年3月期2Q 14,676,984 株
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(1) 経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間の日本経済は、政府・日銀が一体となって行った財政・経済政策等を背景に、円安の

定着による輸出の増加や高額品を中心とした消費マインドの改善、更に、企業の設備投資に持ち直しの動きも見ら

れ、景気の回復基調が確認される状況となりました。 

 しかしながら、当社グループにおいては、当初より主要顧客における設備投資計画抑制の影響等もあり、売上規

模の減少が予想されたことから、新たな成長基盤の確立に向け、スマートグリッド関連事業などの新規事業分野に

取組むとともに、グループをあげて一層のコストダウンを推進してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、情報通信機器製造販売、ネットワーク工事保守

とも落ち込んだため、前年同期より14.8％減の82億16百万円となりました。 

 損益につきましては、情報通信機器製造販売の原価率の改善等により、営業損益は７億86百万円の損失（前年同

期比71百万円の改善）、経常損益は７億64百万円の損失（同84百万円の改善）、四半期純損益は４億８百万円の損

失（同55百万円の改善）となりました。 

  

 以下、セグメントの概況をご報告いたします。 

  

〔情報通信機器製造販売〕 

 リモート計測機器が減少したため、売上高は前年同期より17.5％減の38億71百万円となり、セグメント損益に

つきましては、２億47百万円の損失となりました。 

  

〔ネットワーク工事保守〕 

 通信線路工事、情報システム保守が減少したため、売上高は前年同期より12.1％減の43億44百万円となり、セ

グメント損益につきましては、５億44百万円の損失となりました。 

   

(2) 財政状態に関する説明 

（資 産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ26億95百万円減少し173億55百

万円となりました。これは主に流動資産の減少によるもので、仕掛品が13億68百万円増加したものの、受取手形

及び売掛金の回収により41億３百万円減少したことによります。 

  

（負 債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ21億41百万円減少し73億11百万

円となりました。これは主に流動負債の減少によるもので、支払手形及び買掛金が６億15百万円、未払法人税等

が２億17百万円減少したことによります。 

  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ５億53百万円減少し100億44

百万円となりました。これは主に、配当金の支払73百万円及び四半期純損失４億８百万円の計上によります。 

   

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、前回発表（平成25年５月10日付発表）の業績予想から変更はあ

りません。 

 なお、当社グループは、事業の関係から、情報通信機器、工事保守の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集

中しているため、第１四半期から第３四半期における各連結会計期間の売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の

売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

(2) 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２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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。 

   

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,710,862 4,055,183

受取手形及び売掛金 6,729,969 2,626,681

有価証券 － 300,000

商品及び製品 132,428 195,393

仕掛品 1,327,291 2,695,443

原材料及び貯蔵品 227,248 338,749

その他 1,255,474 1,450,781

貸倒引当金 △17,809 △6,891

流動資産合計 14,365,464 11,655,341

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,424,836 2,424,836

その他（純額） 1,378,636 1,394,949

有形固定資産合計 3,803,472 3,819,785

無形固定資産 270,589 256,460

投資その他の資産   

その他 1,611,468 1,623,853

貸倒引当金 △195 △195

投資その他の資産合計 1,611,273 1,623,658

固定資産合計 5,685,336 5,699,905

資産合計 20,050,801 17,355,247



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,311,512 1,695,947

短期借入金 150,000 150,000

未払法人税等 247,732 30,157

未払消費税等 95,376 9,794

賞与引当金 906,344 784,331

役員賞与引当金 20,360 －

工事損失引当金 99,000 55,938

その他 2,155,827 1,319,563

流動負債合計 5,986,153 4,045,733

固定負債   

退職給付引当金 2,997,378 2,898,153

役員退職慰労引当金 147,633 125,412

資産除去債務 85,613 85,613

その他 236,202 156,158

固定負債合計 3,466,828 3,265,338

負債合計 9,452,981 7,311,072

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,708,389 2,708,389

資本剰余金 1,442,759 1,442,759

利益剰余金 4,977,523 4,495,839

自己株式 △4,254 △4,254

株主資本合計 9,124,417 8,642,733

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53,003 91,083

その他の包括利益累計額合計 53,003 91,083

少数株主持分 1,420,398 1,310,357

純資産合計 10,597,819 10,044,174

負債純資産合計 20,050,801 17,355,247



（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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 9,639,746 8,216,757

売上原価 8,624,019 7,051,567

売上総利益 1,015,727 1,165,190

販売費及び一般管理費 1,874,235 1,951,766

営業損失（△） △858,508 △786,576

営業外収益   

受取利息 984 1,532

受取配当金 7,801 7,154

受取賃貸料 25,884 27,336

貸倒引当金戻入額 4,866 10,917

その他 8,393 7,479

営業外収益合計 47,930 54,420

営業外費用   

支払利息 2,204 1,477

退職給付会計基準変更時差異の処理額 27,617 27,617

その他 8,756 3,074

営業外費用合計 38,578 32,169

経常損失（△） △849,156 △764,325

税金等調整前四半期純損失（△） △849,156 △764,325

法人税等 △287,148 △244,083

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △562,008 △520,242

少数株主損失（△） △98,650 △111,942

四半期純損失（△） △463,358 △408,299



（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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △562,008 △520,242

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,596 43,563

その他の包括利益合計 △24,596 43,563

四半期包括利益 △586,605 △476,679

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △486,707 △370,219

少数株主に係る四半期包括利益 △99,897 △106,459



(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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△） △849,156 △764,325

減価償却費 183,066 196,616

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,339 △10,917

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,618 △122,012

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △20,360

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,937 △99,224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,850 △22,220

工事損失引当金の増減額（△は減少） 283,660 △43,061

受取利息及び受取配当金 △8,785 △8,687

支払利息 2,204 1,477

売上債権の増減額（△は増加） 1,592,889 4,194,600

たな卸資産の増減額（△は増加） △784,518 △1,542,618

その他の資産の増減額（△は増加） 143,010 193,468

仕入債務の増減額（△は減少） 112,150 △543,174

未払消費税等の増減額（△は減少） △147,231 △146,933

その他の負債の増減額（△は減少） △530,853 △1,051,909

その他 2,686 2,800

小計 △16,048 213,518

利息及び配当金の受取額 5,090 8,513

利息の支払額 △2,217 △1,480

法人税等の支払額 △114,964 △233,997

営業活動によるキャッシュ・フロー △128,140 △13,445

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 △600,000 －

定期預金の払戻による収入 － 150,000

有形固定資産の取得による支出 △171,931 △235,820

有形固定資産の売却による収入 11 17

無形固定資産の取得による支出 △20,463 △51,155

投資有価証券の取得による支出 △2,942 △2,946

貸付けによる支出 △500 △400

貸付金の回収による収入 3,876 753

その他 17,134 33,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △774,816 △106,115

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） △33,200 －

リース債務の返済による支出 △9,760 △9,418

自己株式の取得による支出 △53 －

配当金の支払額 △44,031 △73,384

少数株主への配当金の支払額 △3,582 △3,582

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,627 △86,384

現金及び現金同等物に係る換算差額 △331 267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △993,915 △205,678

現金及び現金同等物の期首残高 4,409,491 3,850,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,415,576 3,645,183



 該当事項はありません。 

   

 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24年４月１日 至 平成24年９月30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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

  

３．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

(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）

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計情報通信機器
製造販売 

ネットワーク 
工事保守 

売上高       

外部顧客への売上高  4,694,026  4,945,720  9,639,746

セグメント間の内部売上高又は振替高  116,932  165,424  282,356

計  4,810,958  5,111,144  9,922,103

セグメント損失（△）  △312,994  △539,544  △852,538

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △852,538

セグメント間取引消去  △5,969

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △858,508   



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

  

３．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計情報通信機器
製造販売 

ネットワーク 
工事保守 

売上高       

外部顧客への売上高  3,871,936  4,344,820  8,216,757

セグメント間の内部売上高又は振替高  135,962  132,443  268,405

計  4,007,898  4,477,264  8,485,163

セグメント損失（△）  △247,919  △544,584  △792,503

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △792,503

セグメント間取引消去  5,926

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △786,576   

（重要な後発事象）
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