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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 7,683 △4.3 △1,270 ― △1,070 ― △1,096 ―
25年3月期第2四半期 8,032 5.2 △1,294 ― △1,435 ― △1,450 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △909百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △1,616百万円 （―％）

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2四半期 △15.60 ―
25年3月期第2四半期 △19.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 25,868 10,406 40.2
25年3月期 27,898 12,700 45.5
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  10,406百万円 25年3月期  12,700百万円

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  
26年3月期期末配当につきましては、業績状況の推移等を見通した上で決定することとし現段階では未定とさせて頂きます。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― ― ―

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、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 7.2 400 △10.3 500 △34.8 500 △44.7 6.89



(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

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   ：  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2Q 72,857,468 株 25年3月期 72,857,468 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 14,125,069 株 25年3月期 274,822 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 70,273,263 株 25年3月期2Q 72,587,267 株



 

 

 
「参考」個別業績予想 
平成26年3月期の個別業績予想(平成25年4月1日～平成26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 5.2 400 10.0 500 △49.4 500 △57.2 6.89

(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) 経営成績に関する説明 

当第 2四半期連結累計期間（平成 25年 4月 1日～平成 25 年 9月 30 日）におけるわが国の経済は、

新政権の経済政策の効果から円安・株高が進行し、また一部の企業では業績の回復が見られるなど、

景気は緩やかに回復しつつありますが、不安定な世界経済の影響もあり、依然として先行きが不透明

な状況が続いています。 

一方、世界経済においては、米国は緩やかな回復基調にありますが、欧州財政不安が払拭できず、

また新興国の成長が鈍化するなど、景気回復が遅れています。 

 

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、医療用カメラシステム、監視カメラシステムが販売を伸ばしましたが、

当社の主力市場である放送機器市場において、大型の納入案件がなく、販売が落ち込んだことで、売

上高は減少しました。また、海外においては、中国を中心にアジア地域への販売が増加しましたが、

北米・欧州は低調なまま推移し、連結売上高は前年同期と比べ、4.3%減の76億83百万円となりまし

た（前年同期売上高80億32百万円）。 

損益面につきましては、売上高の減少にも関わらず、生産効率化等の施策による売上原価率の改善

効果が表れ、営業損失12億70百万円（前年同期営業損失12億94百万円）となりました。 

経常損益につきましては、為替差益等の営業外収益を計上し、経常損失10億70百万円（前年同期

経常損失 14 億 35 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 10 億 96 百万円

（前年同期四半期純損失14億50百万円）となりました。 

 

(所在地別セグメントの概況) 

①日本 

国内販売につきましては、医療用カメラシステム、監視カメラシステムが販売を伸ばしましたが、

当社の主力市場である放送機器市場において、大型の納入案件がなく、販売が落ち込んだことで、売

上高は減少しました。 

輸出面におきましては、中国向けに放送用機器の販売が増加し、アジア地域向けの輸出売上高は

11 億 57 百万円（前年同期売上高 9 億 55 百万円）となりました。北米地域および欧州地域への輸出

は低調なまま推移し、輸出売上高は微増となりました。 

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 69 億 30 百万円（前年同期売上高 75 億

93百万円）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、米国景気が緩やかに回復し始め、前年同期と比

べ医療用カメラの販売が伸長しましたが、主たる製品である放送用 HD カメラシステムの販売が減少

し、ドルベースでの売上高は減少しました。しかし対ドルで円安が大きく進行したことで、売上高は

11億23百万円（前年同期売上高10億84百万円）となりました。 

 

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不安が依然として払拭できず、設備投資動向に少なか

らぬ影響を与えています。主力製品である放送用 HD カメラシステムの販売は前年同期に引き続き減

少し、販売の低迷が続いていますが、医療用カメラが大きく売上を伸ばしたことでユーロベースでの

売上高は増加しました。また、対ユーロで円安が大きく進行したこともあり、売上高 5 億 38 百万円

（前年同期売上高3億60百万円）となりました。 
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(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 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、258億 68百万円であり、前連結会計年度末に比べ20億

30 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 21 億 60 百万円減の 207 億 41 百万円となりました。固定資産は

投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末に比べ 1 億 30 百万円増の 51 億 27 百万円となりま

した。 

 

負債総額は 154 億 62 百万円であり、前連結会計年度末に比べ 2 億 64 百万円増加しました。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 7 億 64 百万円減の 67 億 38

百万円となりました。固定負債は、社債、長期借入金の増加、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10億28百万円増の87億24百万円となりました。 

 

純資産については、前連結会計年度末に比べ22億 94百万円減少し、104 億 6百万円となりました。

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と自己株式の増

加によるものです。 

この結果、自己資本比率は、40.2%（前連結会計年度末45.5%）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 10 億 70 百万円を計上し、退職給付引当金の減少額 5 億 33 百万円、売上債権の減少額 43 億

57 百万円、たな卸資産の増加額 30 億 60 百万円、仕入債務の減少額 6 億 70 百万円等により、13 億

41百万円の支出となりました（前年同期比80百万円の支出増加）。 

 

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 95 百万円、

定期預金の払戻による収入3億 50 百万円等により、1億 18 百万円の収入となりました（前年同期比

3億2百万円の収入増加）。 

 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入れによる収入 10 億円、社債の発行によ

る収入9億 77百万円、自己株式の取得による支出13億 85百万円等により、2億 95百万円の収入と

なりました（前年同期比6億22百万円の収入増加）。 

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8億93百万円減少し、28億34百万円となりました。 

 

(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 10 日に公表しました平成 26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。 

損益を含めた業績は、概ね計画通りに進捗していると考えていますので、平成 25 年 5 月 10 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。 
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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 

該当事項はありません。 
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,078 2,834

受取手形及び売掛金 9,933 5,724

商品及び製品 1,913 1,932

仕掛品 4,515 7,583

原材料及び貯蔵品 2,231 2,327

その他 259 368

貸倒引当金 △30 △31

流動資産合計 22,901 20,741

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,115 1,120

土地 1,606 1,620

その他（純額） 775 804

有形固定資産合計 3,497 3,546

無形固定資産 545 532

投資その他の資産   

投資有価証券 844 944

長期貸付金 1 1

その他 224 220

貸倒引当金 △117 △116

投資その他の資産合計 953 1,048

固定資産合計 4,996 5,127

資産合計 27,898 25,868
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,350 3,685

短期借入金 1,425 1,500

未払法人税等 88 40

賞与引当金 289 289

製品保証引当金 7 7

その他 1,341 1,214

流動負債合計 7,503 6,738

固定負債   

社債 － 800

長期借入金 60 800

繰延税金負債 79 114

退職給付引当金 7,208 6,675

その他 346 333

固定負債合計 7,695 8,724

負債合計 15,198 15,462

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 2,610 1,513

自己株式 △42 △1,427

株主資本合計 13,938 11,456

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 144 207

為替換算調整勘定 △1,382 △1,258

その他の包括利益累計額合計 △1,237 △1,050

純資産合計 12,700 10,406

負債純資産合計 27,898 25,868
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,032 7,683

売上原価 6,590 6,076

売上総利益 1,441 1,606

販売費及び一般管理費 2,736 2,877

営業損失（△） △1,294 △1,270

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 21 18

為替差益 － 171

役員退職慰労引当金戻入額 3 －

貸倒引当金戻入額 6 －

その他 10 54

営業外収益合計 42 245

営業外費用   

支払利息 22 19

社債発行費 － 22

為替差損 140 －

その他 21 3

営業外費用合計 183 45

経常損失（△） △1,435 △1,070

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 3 0

特別損失合計 3 0

税金等調整前四半期純損失（△） △1,438 △1,070

法人税、住民税及び事業税 12 25

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,450 △1,096

四半期純損失（△） △1,450 △1,096
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,450 △1,096

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 63

為替換算調整勘定 △105 124

その他の包括利益合計 △166 187

四半期包括利益 △1,616 △909

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,616 △909

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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△） △1,438 △1,070

減価償却費 273 310

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △3 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △474 △533

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 －

受取利息及び受取配当金 △22 △19

支払利息 22 19

社債発行費 － 22

為替差損益（△は益） 62 △166

有形固定資産除却損 5 0

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △1

売上債権の増減額（△は増加） 4,498 4,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,024 △3,060

仕入債務の増減額（△は減少） △704 △670

未払消費税等の増減額（△は減少） △202 △17

その他 △201 △451

小計 △1,225 △1,279

利息及び配当金の受取額 22 19

利息の支払額 △22 △17

法人税等の支払額 △35 △63

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,261 △1,341

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 △155 △195

有形固定資産の売却による収入 13 10

無形固定資産の取得による支出 △43 △49

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

定期預金の払戻による収入 － 350

貸付金の回収による収入 1 0

その他 0 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △184 118
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 △222 △185

社債の発行による収入 － 977

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 △34 △40

自己株式の取得による支出 △0 △1,385

財務活動によるキャッシュ・フロー △326 295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,793 △893

現金及び現金同等物の期首残高 5,889 3,728

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 4,424 2,834
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(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） 

該当事項はありません。 
 
 （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 
 〔自己株式の取得〕 

当社は、平成25年8月5日開催の取締役会決議に基づき、自己株式13,846,000株の取得を行い
ました。この結果、当第2四半期連結累計期間において自己株式が1,384百万円増加し、当第2四
半期連結会計期間末において自己株式が1,427百万円となっています。 

 
 （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24年4月1日 至 平成24年9月30日)および当第2四半期
連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25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。 

 
 （重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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4.(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25年3月31日) 

当第2四半期会計期間末 

(平成25年9月30日) 

資産の部   

流動資産 21,030 19,256

固定資産 6,947 6,903

資産合計 27,978 26,160

負債の部 

  流動負債 7,114 6,333

  固定負債 7,638 8,673

 負債合計 14,752 15,007

純資産の部 

  株主資本 13,080 10,945

  評価・換算差額等 144 207

 純資産合計 13,225 11,152

負債純資産合計 27,978 26,160

 

(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24年4月1日 

至 平成24年9月30日) 

当第2四半期累計期間 

(自 平成25年4月1日 

至 平成25年9月30日) 

売上高 7,403 6,727

売上原価 6,274 5,456

売上総利益 1,129 1,271

販売費及び一般管理費 2,327 2,352

営業損失(△) △1,198 △1,080

営業外収益 81 399

営業外費用 180 59

経常損失(△) △1,297 △739

特別利益 0 1

特別損失 3 0

税引前四半期純損失(△) △1,300 △739

法人税等 11 11

四半期純損失(△) △1,311 △750

 

(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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