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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の金融危機など不安要素はあったものの、堅調に推移す

る株式市場と円安を受けて、企業の輸出と個人の消費ともに強さを増しました。また、当社グループの現在の主要

な販売市場である米国やオーストラリアにおいても経済は緩やかな拡大が継続しました。 

 そのような経済状況のもと、当社グループは海外での事業展開を着実に進めました。米国最大の通信事業者であ

るAT&Tへの納入が継続したほか、オーストラリアの放送用基幹ネットワーク構築プロジェクトにおける当社製品の

納入が計画よりも前倒しで進行しました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、1,013百万円（前年同期比77.8％増）となりました。

製品グループ別内訳では、ハードウエア製品が880百万円（同130.2％増）、その他が133百万円（同28.9％減）と

なりました。 

 その一方で、予定していた経費の一部の執行が第２四半期以降に延期されたことにより販売費及び一般管理費が

計画よりも減少しました。その結果、損益面では期初計画を上回り、営業利益は128百万円（前年同期は営業損失

65百万円）、経常利益は148百万円（前年同期は経常損失69百万円）、四半期純利益は116百万円（前年同期は四半

期純損失97百万円）となりました。 

 なお、当社グループは映像通信機器のメーカーとして事業を行なっており、当該事業以外に事業の種類がないた

め、セグメント別に事業を分類しておりません。 

  

   

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債および純資産の状況  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ57百万円増加し、4,791百万円となりまし

た。主な変動要因は、現金及び預金の増加254百万円、受取手形及び売掛金の減少161百万円、商品及び製品の減少

43百万円によるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、2,168百万円となりまし

た。主な変動要因は、短期借入金の増加72百万円、長期借入金の減少60百万円、買掛金の減少52百万円によるもの

であります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比べ77百万円増加し、2,622百万円となりまし

た。主な変動要因は、四半期純利益116百万円の計上による利益剰余金の増加によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

246百万円増加し、2,283百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は321百万円（前年同四半期連結累計期間は68百万円の増加）となりました。その主

な要因は、税金等調整前四半期純利益148百万円の計上、売上債権の減少128百万円、仕入債務の減少54百万円によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は16百万円（前年同四半期連結累計期間は35百万円の減少）となりました。その主

な要因は、定期預金の預入による支出８百万円、無形固定資産の取得による支出５百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は17百万円（前年同四半期連結累計期間は56百万円の減少）となりました。その主

な要因は、長期借入金の返済による支出83百万円、短期借入金の純増額72百万円によるものであります。 

  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における利益は、連結業績予想に記した第２四半期連結累計期間のそれを上回ってお

りますが、これは上述のとおり第２四半期以降に予定していた売上が前倒しとなった一方で、予定していた経費の

一部の執行が第２四半期以降に延期されたことによるものです。また、第２四半期に販売を予定している製品は粗

利益率が低いものが主流となることなどから、連結業績予想につきましては、平成25年５月７日の「平成25年３月

期 決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 2,215,815 2,470,508 

受取手形及び売掛金 1,343,832 1,182,768 

商品及び製品 710,800 667,305 

原材料及び貯蔵品 44,003 73,890 

繰延税金資産 34,056 21,664 

その他 106,740 102,870 

貸倒引当金 △2,810 △2,268 

流動資産合計 4,452,439 4,516,739 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,938 40,344 

機械装置及び運搬具（純額） 131 123 

工具、器具及び備品（純額） 96,491 96,725 

リース資産（純額） 15,250 13,224 

有形固定資産合計 153,812 150,417 

無形固定資産   

ソフトウエア 17,784 16,970 

リース資産 41,769 38,288 

その他 2,519 2,523 

無形固定資産合計 62,072 57,782 

投資その他の資産   

投資有価証券 27,006 28,777 

その他 38,493 37,602 

投資その他の資産合計 65,500 66,379 

固定資産合計 281,385 274,580 

資産合計 4,733,825 4,791,319 

負債の部   

流動負債   

買掛金 252,401 199,539 

短期借入金 738,000 810,000 

1年内償還予定の社債 35,000 35,000 

1年内返済予定の長期借入金 143,467 120,281 

未払法人税等 181,081 156,749 

その他 175,993 249,045 

流動負債合計 1,525,943 1,570,616 

固定負債   

社債 127,500 127,500 

長期借入金 266,312 206,033 

長期未払金 205,110 205,110 

リース債務 36,266 32,145 

その他 27,991 27,561 

固定負債合計 663,179 598,350 

負債合計 2,189,123 2,168,967 
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,746 1,597,396 

資本剰余金 2,080,061 2,080,712 

利益剰余金 △1,245,834 △1,129,338 

株主資本合計 2,430,973 2,548,769 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,861 △2,090 

為替換算調整勘定 49,605 15,989 

その他の包括利益累計額合計 45,744 13,898 

新株予約権 59,612 59,612 

少数株主持分 8,370 70 

純資産合計 2,544,701 2,622,352 

負債純資産合計 4,733,825 4,791,319 
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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 570,271 1,013,659 

売上原価 245,780 386,179 

売上総利益 324,491 627,479 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 57,096 57,091 

給料及び手当 108,015 130,550 

研究開発費 90,821 96,206 

その他 134,238 214,905 

販売費及び一般管理費合計 390,171 498,754 

営業利益又は営業損失（△） △65,679 128,725 

営業外収益   

受取利息 92 965 

為替差益 － 21,950 

貸倒引当金戻入額 6,660 1,499 

その他 120 45 

営業外収益合計 6,873 24,460 

営業外費用   

支払利息 6,053 4,558 

社債利息 385 316 

為替差損 4,273 － 

その他 275 269 

営業外費用合計 10,988 5,144 

経常利益又は経常損失（△） △69,794 148,040 

特別利益   

投資有価証券売却益 449 － 

特別利益合計 449 － 

特別損失   

本社移転費用 8,820 － 

特別損失合計 8,820 － 

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（△）

△78,164 148,040 

法人税、住民税及び事業税 21,006 21,264 

法人税等調整額 △1,343 18,580 

法人税等合計 19,662 39,845 

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（△）

△97,827 108,195 

少数株主損失（△） － △8,299 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △97,827 116,495 
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（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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△97,827 108,195 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,457 1,770 

為替換算調整勘定 △19,753 △33,616 

その他の包括利益合計 △22,210 △31,845 

四半期包括利益 △120,038 76,350 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △120,038 84,650 

少数株主に係る四半期包括利益 － △8,299 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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（△）

△78,164 148,040 

減価償却費 15,487 17,115 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,660 △536 

受取利息及び受取配当金 △92 △965 

支払利息 6,053 4,558 

社債利息 385 316 

為替差損益（△は益） 3,160 7,602 

投資有価証券売却損益（△は益） △449 － 

売上債権の増減額（△は増加） 641,569 128,703 

たな卸資産の増減額（△は増加） △346,268 24,719 

仕入債務の増減額（△は減少） △135,150 △54,976 

前受金の増減額（△は減少） △678 △560 

その他 △24,283 81,070 

小計 74,907 355,088 

利息及び配当金の受取額 92 846 

利息の支払額 △4,210 △4,264 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,334 △30,105 

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,455 321,565 

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 △5,710 △8,110 

有形固定資産の取得による支出 △7,227 △2,349 

無形固定資産の取得による支出 △1,252 △5,625 

投資有価証券の売却による収入 450 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △21,617 △60 

敷金及び保証金の回収による収入 72 72 

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,285 △16,073 

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） △16,000 72,000 

長期借入金の返済による支出 △33,741 △83,465 

株式の発行による収入 420 1,300 

リース債務の返済による支出 △6,842 △7,083 

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,163 △17,248 

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,153 △41,526 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,840 246,716 

現金及び現金同等物の期首残高 1,396,719 2,036,865 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,378,878 2,283,581 

株式会社メディアグローバルリンクス（6659） 平成26年3月期 第1四半期決算短信

8



 該当事項はありません。  

   

   

  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）
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