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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） 

 

(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 ％

25年3月期第2四半期 8,144 △5.1 △52 ― △36 ― △34 ―
24年3月期第2四半期 8,586 5.8 167 ― 169 ― 607 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △205百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 500百万円 （―％）

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 △1.50 ―
24年3月期第2四半期 26.11 ―

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 35,887 27,769 76.2
24年3月期 38,270 28,370 73.0
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  27,347百万円 24年3月期  27,933百万円

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

24年3月期 ― 7.00 ― 17.00 24.00
25年3月期 ― 7.00
25年3月期（予想） ― 7.00 14.00

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）  
（％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 18,000 △1.4 700 △20.7 770 △21.6 500 △71.7 21.50

shuji
新規スタンプ



(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 

（注）詳細は、（添付資料）２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） 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 23,267,169 株 24年3月期 23,267,169 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 13,977 株 24年3月期 13,901 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 23,253,217 株 24年3月期2Q 23,253,478 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期の経済環境につきましては、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかな回復が続いたものの、

欧州における金融不安の長期化や中国などアジア新興国の景気減速懸念などから、先行きの不透明感がより一層強

くなってまいりました。当社グループの主要なお客さまであるエレクトロニクス及び自動車関連製造業におきまし

ては、円高の継続や世界的な景気の減速懸念などから、依然として設備投資には慎重な姿勢が続いております。 

このような中にあって、当第２四半期の売上高は、８１億４千４百万円（前年同期比 5.1％減）と前年同期を下

回る結果となりました。これは、主に、前期に連結子会社を売却したことにより、回路設計・ＩＣソリューション

の売上が前年同期を下回ったためであります。また、設計・製造データを管理するインフラシステムを中心にＩＴ

ソリューションの売上は伸長したものの、エレクトロニクス製造業向けに基板設計ソリューションの売上が伸び悩

んだことによるものであります。 

利益面につきましては、経費の抑制に努めたものの、売上高が減少したことにより経常損失３千６百万円（前年

同期 経常利益１億６千９百万円）、四半期純損失３千４百万円（前年同期 四半期純利益６億７百万円）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、前期末より２３億８千３百万円減少して３５８億８千７百万円となりました。 

流動資産は受取手形及び売掛金が１６億７千６百万円、有価証券が７億７千６百万円減少したことなどにより、

２１億６千６百万円減少しました。固定資産は、有形固定資産が減価償却などにより５千６百万円、投資その他の

資産が投資有価証券の時価の減少などにより１億４千９百万円減少したことなどから、２億１千７百万円減少しま

した。 

負債の合計は、前期末より１７億８千２百万円減少して８１億１千７百万円となりました。流動負債は買掛金が

２億２千８百万円、未払法人税等が１３億６千１百万円、その他が未払金の減少などにより１億８千８百万円減少

したことなどから、１８億５千６百万円減少しました。固定負債は退職給付引当金の増加などにより、７千３百万

円増加しました。 

純資産は、前期末より６億円減少して２７７億６千９百万円となり、自己資本比率は76.2％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年10月26日公表の通期の業績予想につきましては、現時点におきまして変更はありません。今後、何らか

の変化がある場合には適切に開示してまいります。 

   

（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 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失はそれぞれ1,635千円減少しております。 

   

１．当四半期決算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



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 3,807,346 3,766,804

受取手形及び売掛金 4,718,538 3,042,172

有価証券 17,436,840 16,660,310

商品及び製品 169,931 156,192

仕掛品 75,096 226,158

原材料及び貯蔵品 2,221 1,908

その他 1,431,367 1,622,933

貸倒引当金 △35,563 △36,710

流動資産合計 27,605,779 25,439,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,313,377 3,243,670

土地 3,009,559 3,009,559

その他（純額） 312,668 326,175

有形固定資産合計 6,635,605 6,579,405

無形固定資産   

のれん 1,038,835 945,216

その他 743,788 826,353

無形固定資産合計 1,782,623 1,771,570

投資その他の資産 2,246,266 2,096,353

固定資産合計 10,664,494 10,447,329

資産合計 38,270,274 35,887,100



（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   

買掛金 671,848 443,825

未払法人税等 1,476,926 115,325

賞与引当金 732,782 684,662

役員賞与引当金 16,880 －

その他の引当金 53,569 40,565

その他 3,919,156 3,730,169

流動負債合計 6,871,163 5,014,548

固定負債   

退職給付引当金 2,852,127 2,921,630

その他 176,462 180,941

固定負債合計 3,028,590 3,102,571

負債合計 9,899,753 8,117,120

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,117,065 10,117,065

資本剰余金 8,657,753 8,657,753

利益剰余金 9,099,109 8,668,956

自己株式 △12,542 △12,585

株主資本合計 27,861,384 27,431,189

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 290,447 232,387

為替換算調整勘定 △217,958 △316,216

その他の包括利益累計額合計 72,489 △83,828

少数株主持分 436,646 422,619

純資産合計 28,370,520 27,769,980

負債純資産合計 38,270,274 35,887,100



（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 8,586,416 8,144,561

売上原価 2,195,189 2,153,871

売上総利益 6,391,226 5,990,690

販売費及び一般管理費 6,223,868 6,043,189

営業利益又は営業損失（△） 167,358 △52,499

営業外収益   

受取利息 13,727 10,397

持分法による投資利益 12,465 －

負ののれん償却額 25,117 25,117

受取賃貸料 20,940 18,798

その他 27,471 17,562

営業外収益合計 99,722 71,875

営業外費用   

為替差損 85,514 46,474

その他 11,647 8,909

営業外費用合計 97,162 55,383

経常利益又は経常損失（△） 169,918 △36,007

特別利益   

事業譲渡益 － 19,233

固定資産売却益 4,001 3,407

関係会社株式売却益 1,123,061 －

特別利益合計 1,127,062 22,641

特別損失   

固定資産処分損 8,324 12,958

ゴルフ会員権評価損 － 10,480

特別損失合計 8,324 23,438

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（△）

1,288,657 △36,804

法人税、住民税及び事業税 756,993 88,283

法人税等調整額 △97,935 △76,255

法人税等合計 659,057 12,027

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（△）

629,599 △48,832

少数株主利益又は少数株主損失（△） 22,438 △13,985

四半期純利益又は四半期純損失（△） 607,160 △34,847



（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（△）

629,599 △48,832

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △80,160 △58,102

為替換算調整勘定 △49,308 △98,257

持分法適用会社に対する持分相当額 413 －

その他の包括利益合計 △129,054 △156,360

四半期包括利益 500,544 △205,192

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 468,321 △191,165

少数株主に係る四半期包括利益 32,222 △14,027



（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,288,657 △36,804

減価償却費 316,920 310,650

持分法による投資損益（△は益） △12,465 －

関係会社株式売却損益（△は益） △1,123,061 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,493,962 1,592,777

仕入債務の増減額（△は減少） △596,812 △476,429

退職給付引当金の増減額（△は減少） 71,040 84,945

その他 8,167 △101,446

小計 1,446,409 1,373,692

利息及び配当金の受取額 18,824 14,735

利息の支払額 △205 －

法人税等の支払額 △378,437 △1,430,293

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,086,590 △41,866

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 447,000 △35,100

有価証券の取得による支出 － △1,999,020

有価証券の償還による収入 － 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △111,415 △105,711

無形固定資産の取得による支出 △162,392 △248,638

投資有価証券の取得による支出 △11,000 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 40,000 4,760

子会社持分の取得による支出 △632,383 －

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得に対す
る前期未払い分の支払による支出

△26,456 －

関係会社株式の売却による収入 1,812,800 －

その他 △9,821 63,191

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,346,330 △320,518

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △162,774 △395,305

その他 △4,155 △2,077

財務活動によるキャッシュ・フロー △166,930 △397,382

現金及び現金同等物に係る換算差額 △101,291 △88,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,164,699 △848,532

現金及び現金同等物の期首残高 8,762,224 12,463,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,926,924 11,614,606



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．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去7,591千円が含まれております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益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．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去2,735千円が含まれております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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

計算書計上額

（注）２ 日本 欧米 アジア 計 

売   上   高             

(1) 外部顧客への売上高  6,399,698  1,830,712  356,005  8,586,416  －  8,586,416

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 310,549  174,794  44,366  529,710 (529,710)  －

計  6,710,248  2,005,506  400,371  9,116,127 (529,710)  8,586,416

セグメント利益（又は損失）  109,725 (50,751)  100,793  159,766  7,591  167,358

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２ 日本 欧米 アジア 計 

売   上   高             

(1) 外部顧客への売上高  5,958,465  1,735,501  450,594  8,144,561  －  8,144,561

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 308,278  167,807  32,230  508,316 (508,316)  －

計  6,266,744  1,903,309  482,824  8,652,878 (508,316)  8,144,561

セグメント利益（又は損失） (155,111) (26,027)  125,904 (55,235)  2,735 (52,499)



（１）販売及び受注の状況 

① 売上高                                     （単位：千円） 

  

② 受注高及び受注残高                               （単位：千円） 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。 

  

（参考）製品区分別実績は次のとおりであります。 

① 売上高                                     （単位：千円） 

  

② 受注高及び受注残高                               （単位：千円） 

（注）金額は販売価格によっており、消費税等を含んでおりません。 

  

４．補足情報

セグメント 

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） 

金額 構成比率（％） 金額 構成比率（％） 

日   本  6,399,698  74.5  5,958,465  73.2

欧   米  1,830,712  21.3  1,735,501  21.3

ア ジ ア  356,005  4.2  450,594  5.5

合  計  8,586,416  100.0  8,144,561  100.0

セグメント 

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） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

日   本  7,958,271  4,878,118  7,544,326  5,199,218

欧   米  1,444,182  1,014,883  1,424,752  1,040,240

ア ジ ア  436,900  215,104  473,451  216,176

合  計  9,839,354  6,108,106  9,442,529  6,455,635

製品区分 

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） 

金額 構成比率（％） 金額 構成比率（％） 

基板設計ソリューション  1,513,096  17.6  1,131,852  13.9

回路設計・ＩＣソリューション  2,350,463  27.4  1,944,728  23.9

ＩＴソリューション  1,228,279  14.3  1,532,868  18.8

クライアントサービス  3,489,897  40.6  3,531,842  43.4

そ の 他  4,680  0.1  3,270  0.0

合  計  8,586,416  100.0  8,144,561  100.0

製品区分 

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） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

基板設計ソリューション  1,834,520  698,889  1,137,590  341,845

回路設計・ＩＣソリューション  2,685,173  968,100  2,226,272  859,023

ＩＴソリューション  1,718,704  788,665  2,231,115  1,123,615

クライアントサービス  3,595,276  3,651,450  3,843,762  4,130,380

そ の 他  5,680  1,000  3,790  770

合  計  9,839,354  6,108,106  9,442,529  6,455,635
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