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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） 

 

(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3四半期 905 △18.9 △354 ― △383 ― △248 ―
24年3月期第3四半期 1,116 △14.1 △88 ― △83 ― △93 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △247百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △93百万円 （―％）

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 △847.89 ―
24年3月期第3四半期 △326.56 ―

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 1,195 868 72.6
24年3月期 1,220 1,093 89.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  867百万円 24年3月期  1,093百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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  ：  有   

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 1,305 △31.5 △492 ― △542 ― △420 ― △1,434.52



(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）  ：  有  

(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きの対象外であり、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きは終了していません。 

※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については、添付資料P
３「（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

新規 1社 （社名） 株式会社上武 、 除外 1 社 （社名） 株式会社ソアーシステム

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3Q 331,023 株 24年3月期 304,023 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 16,749 株 24年3月期 16,749 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 292,870 株 24年3月期3Q 287,274 株
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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、欧州金

融危機や長期化する円高の懸念、中国の成長鈍化、株価の低迷など、依然として不透明な状況が続いて

おります。           

  当社グループの中核事業領域である半導体業界、電気機器業界におきましては、当社グループの主要

顧客であるルネサスエレクトロニクスや、日本を代表する大手家電メーカーの業績不振とそれに伴うリ

ストラなどにより、当社グループを取り巻く環境は想像を超えて急速に厳しさを増しております。 

 そのような経営環境の中で、当社グループは、平成24年4月1日より持株会社体制へ移行し、テストソ

リューション事業・組込ソリューション事業という従来の中核事業領域の体制強化・拡大とともに、新

たな収益事業領域の拡大を経営方針としております。これらの経営方針を具現化するため、持株会社化

によるグループ企業戦略策定機能と事業執行機能の分離による経営のスピード化、経営資源の 適配

分、強固な経営組織の構築、新規事業の立ち上げなどの迅速な意思決定、Ｍ＆Ａ等を活用した経営規模

の水平的な拡大などを経営課題と位置づけております。 

具体的には、株式会社上武から当社100％子会社への事業譲受けや、株式会社リアルビジョンとの業

務資本提携を行い、ソフトウェア・ソリューション・ビジネスの事業再編をおこないました。さらに

は、インドネシア共和国においてインドネシア科学院の研究施設内にてバイオ燃料に関する共同研究を

開始し、株式会社ヌサンタラプランテーション研究所とバイオ燃料の共同ビジネス展開に関して契約を

締結するなど、新たな収益事業領域の拡大に注力しております。 

このように持株会社体制への移行による新たな収益事業領域の拡大を推進する一方、現段階での中核

事業領域である半導体業界、電気機器業界においては、特定大手取引先への依存度を下げるべく、新規

顧客の拡大に向け当社グループの技術を集約したプラットフォームの開発に取り組んでまいりました。

しかしながら各メーカーの新規発注の手控えが未だ継続していることもあり、当第３四半期連結累計期

間の売上高は、９億５百万円（前年同期比18.9％減）となりました。 

 損益につきましては、労務費の削減やグループ企業の事務所の集約等、様々な経費削減の取り組みを

行ってまいりましたが、持株会社への移行の伴う一時的な経費の発生、新たな事業領域拡大の為のＭ＆

Ａ費用の増加、インドネシアでの新規事業への投資、テストソリューション事業での研究開発費の増加

及び持分法適用会社の損失などが影響し、当第３四半期連結累計期間の営業損益ならびに経常損益はそ

れぞれ、営業損失３億54百万円（前第３四半期連結累計期間は営業損失88百万円）、経常損失３億83百

万円（前第３四半期連結累計期間は経常損失83百万円）となり、四半期純損失は２億48百万円（前第３

四半期連結累計期間は四半期純損失93百万円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は11億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円減少

いたしました。流動資産は７億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億65百万円減少いたしまし

た。主な要因は、前渡金の増加１億２百円、仕掛品の増加91百万円、短期貸付金の増加65百万円、売掛

金及び受取手形の減少４億９百万円、現金及び預金の減少２億52百万円によるものであります。固定資

産は４億55百万円となり３億39百万円増加いたしました。有形固定資産は25百万円となり大きな変動は

ありませんでした。無形固定資産は71百万円となり42百万円増加しました。主な要因は、営業権の増加

29百万円、のれんの増加25百万円によるものであります。投資その他の資産は３億58百万円となり２億

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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89百万円増加いたしました。主な要因は関係会社株式の増加２億16百万円、差入れ保証金の増加70百

万円によるものであります。当第３四半期連結会計期間末の負債合計は３億26百万円となり、前連結会

計年度末に比べ１億98百万円増加いたしました。流動負債は３億21百万円となり２億円増加いたしまし

た。主な要因は、銀行等からの短期借入金の増加１億50百万円、未払金の増加12百万円、未払消費税の

増加14百万円によるものであります。固定負債は５百万円となり大きな変動はありませんでした。当第

３四半期連結会計期間末の純資産は８億68百万円となり前連結会計年度末に比べ２億25百万円減少いた

しました。主な要因は、新株の発行による資本金の増加45百万円及び資本準備金の増加45百万円、利益

剰余金の減少３億19百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の

89.6％から72.6％となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績動向等を踏まえ、平成24年７月30日に公表しました平成25年３月期

通期連結業績予想を修正いたしました。詳しくは本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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第１四半期連結累計期間において非連結子会社であった株式会社シスウェーブトレーディングは、重

要性が増したことから、第２四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。 

第２四半期連結累計期間において非連結子会社であった株式会社上武（平成24年11月１日に「株式会

社上武支援準備会社」より商号変更）は、重要性が増したことから、当第３四半期連結累計期間より連

結の範囲に含めております。 

当第３四半期連結累計期間において株式会社ソアーシステムの全株式を株式会社リアルビジョンへ譲

渡したことから、株式会社ソアーシステムを連結の範囲から除外しております。 

  

（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。 

なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える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）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 411,825 159,117

受取手形及び売掛金 588,225 178,554

商品及び製品 15,234 15,340

仕掛品 44,887 136,294

原材料 1,128 1,128

その他 43,203 248,841

流動資産合計 1,104,504 739,276

固定資産

有形固定資産 18,406 25,933

無形固定資産

のれん － 25,518

その他 28,572 45,684

無形固定資産合計 28,572 71,203

投資その他の資産

関係会社株式 － 216,791

その他 69,263 141,846

投資その他の資産合計 69,263 358,637

固定資産合計 116,242 455,774

資産合計 1,220,747 1,195,051

負債の部

流動負債

買掛金 28,450 21,465

短期借入金 － 150,000

未払法人税等 3,903 5,309

賞与引当金 － 2,337

受注損失引当金 2,337 7,607

その他 85,161 134,286

流動負債合計 119,852 321,006

固定負債

長期未払金 5,300 －

資産除去債務 1,710 3,018

繰延税金負債 － 2,856

固定負債合計 7,010 5,875

負債合計 126,863 326,881

純資産の部

株主資本

資本金 389,776 435,676

資本剰余金 339,662 385,562

利益剰余金 447,426 128,021

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,093,883 866,279

その他有価証券評価差額金 － 794

為替換算調整勘定 － 336

その他の包括利益累計額合計 － 1,131

新株予約権 － 758

純資産合計 1,093,883 868,169

負債純資産合計 1,220,747 1,195,051
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（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 1,116,646 905,571

売上原価 817,521 751,561

売上総利益 299,124 154,010

販売費及び一般管理費 387,396 508,841

営業損失（△） △88,271 △354,831

営業外収益

受取利息 47 2,304

受取手数料 － 999

助成金収入 4,004 －

その他 728 225

営業外収益合計 4,780 3,530

営業外費用

支払利息 402 985

持分法による投資損失 － 19,068

その他 － 12,486

営業外費用合計 402 32,540

経常損失（△） △83,893 △383,841

特別利益

関係会社株式売却益 － 140,365

特別利益合計 － 140,365

特別損失

固定資産除却損 93 10

瑕疵担保責任履行損失 3,106 －

賃貸借契約解約損 3,242 －

特別損失合計 6,443 10

税金等調整前四半期純損失（△） △90,336 △243,486

法人税、住民税及び事業税 2,412 3,807

法人税等調整額 1,062 1,028

法人税等合計 3,474 4,836

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △93,811 △248,322

四半期純損失（△） △93,811 △248,322
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四半期連結包括利益計算書
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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △93,811 △248,322

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 794

為替換算調整勘定 － 336

その他の包括利益合計 － 1,131

四半期包括利益 △93,811 △247,191

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △93,811 △247,191
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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） 

該当事項はありません。 

  

当社は、平成24年11月５日付で、Greenfilds Holdings Limitedから第三者割当増資の払込みを受け

ました。この結果、当第３四半期連結会計期間において資本金が45百万円、資本準備金が45百万円増加

し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が４億35百万円、資本剰余金が３億85百万円となって

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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