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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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1四半期 4,134 9.6 △152 ― △113 ― △109 ―
25年3月期第1四半期 3,773 △3.5 △248 ― △253 ― △150 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △44百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △353百万円 （―％）

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1四半期 △4.71 ―
25年3月期第1四半期 △6.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 37,036 28,042 74.8
25年3月期 37,098 28,254 75.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  27,693百万円 25年3月期  27,885百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 8,600 5.6 △60 ― △30 ― △30 ― △1.29
通期 19,000 6.2 650 83.3 740 51.1 460 51.2 19.78

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 

(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）連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」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   ：  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1Q 23,267,169 株 25年3月期 23,267,169 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 14,309 株 25年3月期 14,299 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 23,252,863 株 25年3月期1Q 23,253,236 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期の経済環境につきましては、我が国や米国において緩やかな景気回復が続いたものの、アジアでの

景気減速懸念や欧州における財政問題の長期化などから、総じて先行きの不透明な状況で推移いたしました。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や新たな市場である産業機器製造業にお

きましては、一部に持ち直しの動きがみられるものの、海外景気の下振れ懸念などから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１四半期の売上高は、４１億３千４百万円（前年同期比 9.6％増）と前年同期を上

回る結果となりました。これは、国内を中心に電気設計システムの販売が回復したことにより基板設計ソリューシ

ョンの売上が前年同期を上回ったことや、回路設計・ＩＣソリューションにおいて輸送用機器・産業機器向けの配

線設計システムの販売が堅調に推移したことによるものです。 

利益面につきましては、グローバルビジネスの拡大を目指し、組織体制の強化を進めていることから経費が増加

したものの、売上高の増加により経常損失１億１千３百万円（前年同期 経常損失２億５千３百万円）、四半期純

損失１億９百万円（前年同期 四半期純損失１億５千万円）と改善いたしました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期末の総資産は、前期末より６千２百万円減少して３７０億３千６百万円となりました。 

流動資産は受取手形及び売掛金が１１億５千１百万円減少し、有価証券が６億３千１百万円、その他が前払費用

の増加などにより２億８千２百万円それぞれ増加したことなどから、７千３百万円減少いたしました。固定資産は

有形固定資産が減価償却などにより２千１百万円減少し、投資その他の資産が繰延税金資産の増加などにより４千

６百万円増加したことなどから、１千１百万円増加いたしました。 

負債の合計は、前期末より１億４千８百万円増加して８９億９千３百万円となりました。流動負債はその他が前

受金の増加などにより９億２千５百万円増加し、買掛金が４億４千４百万円、賞与引当金が２億８千９百万円それ

ぞれ減少したことなどから、３千４百万円増加いたしました。固定負債は退職給付引当金の増加などにより、１億

１千４百万円増加いたしました。 

純資産は、前期末より２億１千１百万円減少して２８０億４千２百万円となり、自己資本比率は74.8％となりま

した。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月７日公表の第２四半期累計期間及び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。なお、当社グループのお客さまには事業年度を４月から３月までとしている企業が多く、当社製品の導

入・検収が年度の区切りである９月及び３月に集中する傾向があります。そのため、当社グループにおきまして

は、業績に時期的な偏りが生じ、売上高、利益とも第２・第４四半期に集中する傾向があります。 

   

（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 

該当事項はありません。 

   

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,552,107 4,601,648

受取手形及び売掛金 4,087,880 2,936,656

有価証券 16,013,686 16,645,065

商品及び製品 152,780 152,078

仕掛品 77,982 195,322

原材料及び貯蔵品 2,283 2,307

その他 1,551,431 1,834,068

貸倒引当金 △28,088 △30,583

流動資産合計 26,410,063 26,336,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,178,649 3,147,065

土地 3,009,559 3,009,821

その他（純額） 339,946 349,814

有形固定資産合計 6,528,155 6,506,701

無形固定資産   

のれん 986,963 1,001,995

その他 859,315 830,551

無形固定資産合計 1,846,279 1,832,547

投資その他の資産 2,314,014 2,360,226

固定資産合計 10,688,448 10,699,474

資産合計 37,098,511 37,036,037



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 681,494 237,333

未払法人税等 136,893 71,443

賞与引当金 682,501 393,192

役員賞与引当金 1,980 －

訴訟損失引当金 72,320 －

その他の引当金 43,439 26,239

その他 4,178,405 5,103,678

流動負債合計 5,797,035 5,831,888

固定負債   

退職給付引当金 2,879,473 2,997,675

その他 167,910 163,740

固定負債合計 3,047,384 3,161,416

負債合計 8,844,419 8,993,304

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 8,845,254 8,572,909

自己株式 △12,762 △12,768

株主資本合計 27,607,311 27,334,958

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 306,188 249,415

為替換算調整勘定 △28,094 109,207

その他の包括利益累計額合計 278,093 358,623

少数株主持分 368,687 349,150

純資産合計 28,254,092 28,042,732

負債純資産合計 37,098,511 37,036,037



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,773,033 4,134,016

売上原価 980,047 905,618

売上総利益 2,792,985 3,228,397

販売費及び一般管理費 3,041,449 3,381,241

営業損失（△） △248,463 △152,843

営業外収益   

受取利息 4,006 3,255

為替差益 － 12,826

負ののれん償却額 12,558 12,558

受取賃貸料 9,881 10,468

その他 14,292 8,091

営業外収益合計 40,738 47,201

営業外費用   

持分法による投資損失 － 5,158

為替差損 43,135 －

その他 2,292 2,473

営業外費用合計 45,428 7,632

経常損失（△） △253,153 △113,274

特別利益   

役員退職慰労金返還額 － 9,670

投資有価証券売却益 － 1,875

固定資産売却益 1,504 －

特別利益合計 1,504 11,545

特別損失   

固定資産処分損 7,297 －

特別損失合計 7,297 －

税金等調整前四半期純損失（△） △258,946 △101,729

法人税、住民税及び事業税 23,057 29,738

法人税等調整額 △96,530 △6,232

法人税等合計 △73,473 23,506

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △185,473 △125,235

少数株主損失（△） △34,898 △15,659

四半期純損失（△） △150,575 △109,575



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △185,473 △125,235

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60,106 △56,914

為替換算調整勘定 △108,384 131,969

持分法適用会社に対する持分相当額 － 5,331

その他の包括利益合計 △168,490 80,387

四半期包括利益 △353,964 △44,848

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △319,000 △29,046

少数株主に係る四半期包括利益 △34,964 △15,801



該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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1,663千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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６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△5,413千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。 

   

（３）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 
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  2,651,632  883,423  237,976  3,773,033  －  3,773,033

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 158,399  90,259  16,327  264,985 (264,985)  －

計  2,810,031  973,683  254,303  4,038,018 (264,985)  3,773,033

セグメント利益（又は損失） (303,083) (18,559)  71,515 (250,127)  1,663 (248,463)

  （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  2,719,745  1,131,150  283,120  4,134,016  －  4,134,016

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 179,815  97,069  27,207  304,092 (304,092)  －

計  2,899,561  1,228,219  310,328  4,438,108 (304,092)  4,134,016

セグメント利益（又は損失） (121,291) (116,594)  90,455 (147,430) (5,413) (152,843)



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

（１）販売及び受注の状況

セグメント 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

金額 構成比率（％） 金額 構成比率（％） 

日   本  2,651,632  70.3  2,719,745  65.8

欧   米  883,423  23.4  1,131,150  27.4

ア ジ ア  237,976  6.3  283,120  6.8

合  計  3,773,033  100.0  4,134,016  100.0

セグメント 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

日   本  4,168,018  5,129,743  4,010,124  5,494,068

欧   米  778,031  1,239,482  1,021,263  1,624,852

ア ジ ア  296,394  246,628  324,445  340,736

合  計  5,242,444  6,615,855  5,355,833  7,459,657

製品区分 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６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  550,676  14.6  647,833  15.7

回路設計・ＩＣソリューション  860,052  22.8  992,528  24.0

ＩＴソリューション  597,739  15.8  579,487  14.0

クライアントサービス  1,763,104  46.8  1,912,486  46.3

そ の 他  1,460  0.0  1,680  0.0

合  計  3,773,033  100.0  4,134,016  100.0

製品区分 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６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  631,989  417,438  932,330  701,710

回路設計・ＩＣソリューション  1,161,283  877,736  1,031,379  833,094

ＩＴソリューション  999,041  825,909  898,995  1,007,378

クライアントサービス  2,448,320  4,494,170  2,491,928  4,916,573

そ の 他  1,810  600  1,200  900

合  計  5,242,444  6,615,855  5,355,833  7,459,657
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