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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 8,032 5.2 △1,294 ― △1,435 ― △1,450 ―
24年3月期第2四半期 7,636 △12.8 △1,173 ― △1,223 ― △1,388 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △1,616百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △1,629百万円 （―％）

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 △19.99 ―
24年3月期第2四半期 △19.13 ―

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 25,778 9,899 38.4
24年3月期 28,389 11,274 39.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,899百万円 24年3月期  11,274百万円

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  ：  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 26,000 6.6 200 13.8 100 △75.1 100 △98.3 1.38



(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）詳細については、四半期決算短信【添付資料】P.4「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。 
 なお、「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」および「会計上の見積りの変更」については、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関
する規則」第10条の5に該当するものです。 

(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およ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およ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)3ページ「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 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
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 72,857,468 株 24年3月期 72,857,468 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 271,449 株 24年3月期 269,008 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 72,587,267 株 24年3月期2Q 72,592,376 株



「参考」個別業績予想 
平成25年3月期の個別業績予想(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) 

 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 5.3 300 28.2 200 △60.6 200 △95.3 2.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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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 

当第 2四半期連結累計期間（平成 24 年 4 月１日～平成 24 年 9 月 30 日）におけるわが国の経済は、

東日本大震災からの復興需要を背景として緩やかに持ち直しの動きが見られたものの、円高の長期化

による国内経済の停滞懸念など、依然として先行きの不透明な状況が続いています。世界経済におい

ては、欧州財政不安が依然として払拭できず、成長を続けていた新興諸国の経済成長が停滞の兆しを

見せるなど、予断を許さない状況にあります。 

 

このような状況下において、当社グループの第 2四半期の連結売上高は、以下のとおりとなりまし

た。 

国内販売につきましては、セキュリティカメラシステムの販売が落ち込んだものの、錠剤検査装置

の新製品が売上に貢献するとともに、放送局向けに HD カメラシステムや映像伝送システム等の販売

が伸長し、また、大型映像システムの納入が貢献し、売上高は増加しました。しかし、海外販売にお

いては、アジア地域への販売に前年同期ほどの勢いが見られず、北米地域ならびに欧州地域での販売

も低調に推移し、売上高は減少しました。結果、連結売上高は前年同期と比べ、5.2%増の80億32百

万円となりました（前年同期売上高76億36百万円）。 

損益面につきましては、前年に実施した合理化策ならびに厚生年金基金の代行返上により退職給付

費用が減少しましたが、売価下落の影響に加え外注加工費が増加し、営業損失12億94百万円（前年

同期営業損失11億73百万円）となりました。 

経常損益につきましては、為替差損等の営業外費用を計上し、経常損失14億35百万円（前年同期

経常損失12億23百万円）となりました。 

終損益につきましては、四半期純損失14億50百万円（前年同期四半期純損失13億88百万円）

となりました。 

 

なお、第1四半期連結会計期間より当社子会社である株式会社テクノイケガミを連結の範囲に含め

ています。 

 

(所在地別セグメントの概況) 

①日本 

日本における売上高のうち国内販売につきましては、セキュリティカメラシステムの販売が落ち込

んだものの、錠剤検査装置の新製品が売上に貢献するとともに、放送局向けに HD カメラシステムや

映像伝送システム等の販売が伸長し、また、大型映像システムの納入が貢献し、売上高は増加しまし

た。 

輸出面におきましては、欧州向けの輸出が増加しましたが、韓国などのアジア地域への輸出が減少

し（アジア地域向け輸出売上高9億55百万円）、輸出売上高は減少しました。 

また、当期より当社子会社である株式会社テクノイケガミを連結の範囲に含めており、その結果、

当第 2 四半期連結累計期間における日本の売上高は 79 億 13 百万円（前年同期売上高 68 億 87 百万

円）となりました。 

 

②北米 

主たる販売エリアである北米地域におきましては、景気回復の遅れから低迷していた放送機器等の

販売に持ち直しの兆しが見えて参りましたが、第 1 四半期の売上高減少分を 7 月～9 月で挽回するま

でには至らず、売上高は10億84百万円（前年同期売上高11億49百万円）となりました。 
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③ヨーロッパ 

主たる販売地域である欧州各国において、財政危機の顕在化は設備投資動向に少なからず影響を与

え、放送用 HD カメラシステムの販売が落ち込みました。また、前年同期の売上高に大きく寄与した

医療用カメラシステムの販売が市場低迷の影響を受け大幅に減少するとともに、対ユーロで大きく円

高が進行したこともあり、売上高は3億60百万円（前年同期売上高5億47百万円）となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債および純資産の状況 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、257 億 78 百万円であり、前連結会計年度末に比べ26億

10 百万円減少しました。流動資産は現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少、たな卸資産の増加

等により、前連結会計年度末に比べ 24 億 64 百万円減の 212 億 54 百万円となりました。固定資産は

有形固定資産や投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ 1 億 46 百万円減の 45 億 23

百万円となりました。 

 

負債総額は 158 億 79 百万円であり、前連結会計年度末に比べ 12 億 35 百万円減少しました。流動

負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ 5 億 47 百万円減の 74 億 40

百万円となりました。固定負債は、長期借入金や退職給付引当金の減少等により、前連結会計年度

末に比べ6億88百万円減の84億38百万円となりました。 

 

純資産については、前連結会計年度末に比べ13億 75百万円減少し、98億 99百万円となりました。

これは主として、当第 2 四半期連結累計期間の純損失計上による利益剰余金の減少等によるもので

す。 

この結果、自己資本比率は、38.4%（前連結会計年度末39.7%）となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第 2 四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半

期純損失 14 億 38 百万円を計上し、退職給付引当金の減少額 4 億 74 百万円、売上債権の減少額 44

億 98百万円、たな卸資産の増加額30億 24百万円、仕入債務の減少額7億 4百万円等により、12億

61百万円の支出となりました（前年同期比25億2百万円の支出増加）。 

 

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出 1 億 55 百万円、

無形固定資産の取得による支出 43 百万円等により、1 億 84 百万円の支出となりました（前年同期比

4億11百万円の支出減少）。 

 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入金の返済による支出 2 億 22 百万円、社

債の償還による支出 70 百万円等により、3 億 26 百万円の支出となりました（前年同期比 15 百万円

の支出減少）。 

以上の結果により、現金及び現金同等物の当第 2 四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度

末に比べ14億64百万円減少し、44億24百万円となりました。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年 5月 11 日に公表しました平成 25年 3月期の連結業績予想に比べ、当第 2四半期連結累

計期間の売上高は、通期予想を 12 ヶ月で除した進捗率と大きな乖離があります。これは、客先要求

により年度末に納期を迎える受注が比較的多いことから第 4 四半期連結会計期間に売上が集中する

傾向があるためです。 
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損益を含めた業績は、概ね期初の計画通りに進捗していると考えていますので、平成 24 年 5月 11

日に公表しました通期の業績予想は、現状において変更はありません。 

 

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 

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 

(会計方針の変更) 

たな卸資産の評価方法の変更 

 当社における、原材料の評価方法は、従来、 終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げにより算定)によっていましたが、第 1 四半期連結会計期間よ

り、移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げにより算定)

に変更しています。この変更は、基幹システムの変更を契機としたものであり、たな卸資産の

評価を迅速かつ適正に行うためです。この変更による影響は軽微であるため、遡及適用をして

いません。 

 

(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) 

減価償却方法の変更 

 当社およ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

方法に変更しています。この変更による損益に与える影響は軽微です。 

 

3.継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社グループは、前連結会計年度において 4 期ぶりに営業利益および当期純利益を計上できたも

のの、改善途上の状況であり売上高を伴う本格的な業績の回復を確認できるまでには至っていない

ことから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存在していると認識しています。 

 

当社グループは、当該状況を解消すべく、更なる収益力の向上および財務体質の強化を図り、利

益ある持続的成長企業へ向けての構造改革・体質改善を早期に完了し、強固なる経営基盤の確立を

目指すため、引き続き、以下の対応策を進め、確固たる経営基盤を構築していきます。 

 

① グローバルビジネスの推進 

・グローバル市場における競争に勝てる機能・性能・価格の製品群の開発と売上規模の拡大と利益

の創出のため、人員等の再配置を実施しました。今後もグローバル展開を見据え、全社リソース

をシフトしていきます。 

 

② グローバル生産体制の構築 

・地域に根ざした製品戦略をコスト戦略と合わせて展開します。既にモニタ、セキュリティカメラ

の海外生産への切替は進捗しており、順次、対象製品の幅を広げていきます。また、今後、製品

需要が見込まれるヨーロッパにおいて医療用カメラシステムの生産を展開する予定です。 
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③ 技術力強化・設計効率の追求 

・技術者の増強、コア技術の製品化を強化します。 

・高付加価値（低コスト）製品の開発のための設計 VA・VE の推進ならびに購買手法の再構築を進

めています。 

 

④ 固定費構造の追求 

・生産効率を更に高めるために更なる組織再編も視野に入れ、検討を継続しています。コストに見

合った 適人員化を常に追求していきます。 

 

国内の放送機器の販売が回復傾向にあることに加え、技術力強化・設計効率の追求においては、

技術者の集結が開発の効率化とスピード化に貢献してきており、徐々にではありますが売上高の回

復が見込まれます。さらに、一定の売上規模に見合った構造改革も実現しているとともに、今後の

運転資金は十分に有していることから、継続企業に関する重要な不確実性は認められないと判断し

ています。 
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 7,079 5,614

受取手形及び売掛金 9,235 5,022

商品及び製品 1,571 1,939

仕掛品 4,326 6,225

原材料及び貯蔵品 1,349 2,195

その他 217 310

貸倒引当金 △61 △52

流動資産合計 23,719 21,254

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,177 1,107

土地 1,591 1,579

その他（純額） 666 694

有形固定資産合計 3,434 3,381

無形固定資産 414 466

投資その他の資産   

投資有価証券 730 567

長期貸付金 4 2

その他 203 223

貸倒引当金 △117 △117

投資その他の資産合計 821 676

固定資産合計 4,670 4,523

資産合計 28,389 25,778
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（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 5,154 4,510

短期借入金 1,262 1,508

未払法人税等 33 33

賞与引当金 139 147

製品保証引当金 7 6

その他 1,391 1,233

流動負債合計 7,987 7,440

固定負債   

社債 140 70

長期借入金 377 200

繰延税金負債 4 －

退職給付引当金 8,273 7,824

その他 330 343

固定負債合計 9,127 8,438

負債合計 17,115 15,879

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,022 10,022

資本剰余金 1,347 1,347

利益剰余金 1,463 254

自己株式 △42 △42

株主資本合計 12,792 11,582

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8 △51

為替換算調整勘定 △1,526 △1,631

その他の包括利益累計額合計 △1,517 △1,683

純資産合計 11,274 9,899

負債純資産合計 28,389 25,778
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

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 7,636 8,032

売上原価 6,082 6,590

売上総利益 1,553 1,441

販売費及び一般管理費 2,726 2,736

営業損失（△） △1,173 △1,294

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 38 21

役員退職慰労引当金戻入額 63 3

貸倒引当金戻入額 22 6

その他 61 10

営業外収益合計 187 42

営業外費用   

支払利息 27 22

為替差損 195 140

その他 14 21

営業外費用合計 237 183

経常損失（△） △1,223 △1,435

特別利益   

固定資産売却益 460 0

投資有価証券売却益 7 －

特別利益合計 468 0

特別損失   

減損損失 174 －

固定資産除却損 21 3

関係会社株式評価損 0 －

早期割増退職金 426 －

特別損失合計 622 3

税金等調整前四半期純損失（△） △1,377 △1,438

法人税、住民税及び事業税 11 12

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,388 △1,450

四半期純損失（△） △1,388 △1,450
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 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：百万円)

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損失（△） △1,388 △1,450

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 △60

為替換算調整勘定 △180 △105

その他の包括利益合計 △241 △166

四半期包括利益 △1,629 △1,616

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,629 △1,616

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

（単位：百万円）

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損失（△） △1,377 △1,438

減価償却費 311 273

減損損失 174 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） 89 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 △474

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △290 △10

受取利息及び受取配当金 △39 △22

支払利息 27 22

為替差損益（△は益） 123 62

投資有価証券売却損益（△は益） △7 －

有形固定資産除却損 21 5

有形固定資産売却損益（△は益） △460 △0

売上債権の増減額（△は増加） 5,567 4,498

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,994 △3,024

仕入債務の増減額（△は減少） △825 △704

未払消費税等の増減額（△は減少） △159 △202

早期割増退職金 426 －

その他 110 △201

小計 1,672 △1,225

利息及び配当金の受取額 39 22

利息の支払額 △26 △22

早期割増退職金の支払額 △426 －

法人税等の支払額 △17 △35

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,241 △1,261

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △72 △155

有形固定資産の売却による収入 694 13

無形固定資産の取得による支出 △57 △43

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 17 －

定期預金の預入による支出 △1,190 －

貸付金の回収による収入 8 1

その他 4 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △595 △184
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（単位：百万円）

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) 

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） △7 －

長期借入金の返済による支出 △237 △222

社債の償還による支出 △70 △70

リース債務の返済による支出 △27 △34

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △342 △326

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 267 △1,793

現金及び現金同等物の期首残高 4,025 5,889

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 － 329

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,292 4,424
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(4)継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
(5)追加情報 
 
(役員退職慰労金制度の廃止) 
株式会社テクノイケガミは、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち期末要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上していましたが、役員退職慰労金
制度の廃止に伴い、平成 24 年 6 月 14 日開催の第 22 回定時株主総会において、役員退職慰労金を打ち
切り支給することが決議されました。これにより、第1四半期連結会計期間において「役員退職慰労引
当金」を全額取崩し、打ち切り支給額未払分7百万円については固定負債「その他」に計上しています。 
 
(6)セグメント情報等 
〔セグメント情報〕 

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)および当第 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) 
当社グループは、情報通信機器の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

 
(7)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
第1四半期連結会計期間より、重要性が増したため、株式会社テクノイケガミを連結の範囲に含めて

います。この結果、第1四半期連結会計期間において、連結範囲の変動に伴い利益剰余金が241百万円
増加しています。 

 
(8)重要な後発事象 
 
(厚生年金基金の代行返上) 
当社は、確定給付企業年金法に基づき、池上通信機厚生年金基金の代行部分（過去分）について、平

成24年3月1日付で厚生労働大臣から過去分返上について認可を受け、平成24年10月19日に国に返
還額(最低責任準備金)の納付を行いました。これによる当連結会計年度の損益に与える影響額は175百
万円であり、特別利益に計上する予定です。 
なお、前連結会計年度において、特別利益として厚生年金基金代行返上益 6,864 百万円を計上して

います。 
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5.(参考)四半期財務諸表(個別) 

 

(1)(要約)四半期貸借対照表(個別) 

(単位：百万円) 

 前事業年度末 

(平成24年3月31日) 

当第2四半期会計期間末 

(平成24年9月30日) 

資産の部   

流動資産 22,310 19,471

固定資産 6,568 6,476

資産合計 28,878 25,947

負債の部 

  流動負債 7,830 6,994

  固定負債 9,127 8,404

 負債合計 16,957 15,399

純資産の部 

  株主資本 11,912 10,600

  評価・換算差額等 8 △51

 純資産合計 11,920 10,548

負債純資産合計 28,878 25,947

 

(2)(要約)四半期損益計算書(個別) 

(単位：百万円) 

 前第2四半期累計期間 

(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 6,887 7,403

売上原価 5,669 6,274

売上総利益 1,217 1,129

販売費及び一般管理費 2,296 2,327

営業損失(△) △1,078 △1,198

営業外収益 174 81

営業外費用 241 180

経常損失(△) △1,145 △1,297

特別利益 468 0

特別損失 622 3

税引前四半期純損失(△) △1,299 △1,300

法人税等 11 11

四半期純損失(△) △1,311 △1,311

 

(注)上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19 年内閣府令第 63 号)に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示しており、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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