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

26年3月期第3四半期 13,382 △12.2 △843 ― △812 ― △447 ―
25年3月期第3四半期 15,244 △1.0 △486 ― △461 ― △244 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 △467百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △300百万円 （―％）

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3四半期 △30.48 ―
25年3月期第3四半期 △16.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 17,400 10,052 50.1
25年3月期 20,050 10,597 45.8
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 8,722百万円 25年3月期 9,177百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 5.00

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、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 24,000 △2.4 400 △48.7 410 △50.2 410 △43.7 27.94



(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 ： 有 
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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 
基づく四半期連結財務諸表に対する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、 
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。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 14,700,000 株 25年3月期 14,700,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 23,762 株 25年3月期 23,112 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 14,676,744 株 25年3月期3Q 14,676,952 株
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(1) 経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間の日本経済は、政府・日銀が一体となって行った財政・経済政策等による内需主導の

景気回復に、４月の消費税増税を控えた駆込み需要等の影響も加わって個人消費や企業の生産が回復し、全体とし

ては改善の裾野が広がりつつありますが、鉄鋼やエネルギー関連企業等は、原材料価格の高騰により厳しい状況が

続きました。 

 当社グループにおいては、当初より売上規模の減少が予想されたことから、新たな成長基盤の確立に向け、スマ

ートグリッド関連事業などの新規事業分野に取組むとともに、グループをあげて一層のコストダウンを推進してま

いりました。 

 しかしながら、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、主要顧客における設備投資計画抑制の影響

等もあり、情報通信機器製造販売、ネットワーク工事保守とも落ち込んだため、前年同期より12.2％減の133億82

百万円となりました。 

 損益につきましては、営業損益は８億43百万円の損失（前年同期比３億57百万円の損失増）、経常損益は８億12

百万円の損失（同３億51百万円の損失増）、四半期純損益は４億47百万円の損失（同２億２百万円の損失増）とな

りました。 

  

 以下、セグメントの概況をご報告いたします。 

  

〔情報通信機器製造販売〕 

 リモート計測機器、多重化装置が減少したため、売上高は前年同期より18.1％減の59億86百万円となり、セグ

メント損益につきましては、３億44百万円の損失となりました。 

  

〔ネットワーク工事保守〕 

 通信線路工事、ＣＡＴＶ工事が減少したため、売上高は前年同期より6.8％減の73億95百万円となり、セグメ

ント損益につきましては、５億６百万円の損失となりました。 

   

(2) 財政状態に関する説明 

（資 産） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ26億50百万円減少し174億円と

なりました。これは主に流動資産の減少によるもので、仕掛品が17億43百万円増加したものの、受取手形及び売

掛金が回収により42億91百万円減少したことによります。 

  

（負 債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ21億５百万円減少し73億47百万

円となりました。これは主に流動負債の減少によるもので、支払手形及び買掛金が６億17百万円、賞与引当金が

５億21百万円減少したことによります。 

  

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ５億44百万円減少し100億52

百万円となりました。これは主に、配当金の支払73百万円及び四半期純損失４億47百万円によります。 

   

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、前回発表（平成25年５月10日付発表）の業績予想から変更はあ

りません。 

 なお、当社グループは、事業の関係から、情報通信機器、工事保守の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集

中しているため、第１四半期から第３四半期における各連結会計期間の売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の

売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



(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 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

(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。 

   

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
(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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,710,862 3,613,363

受取手形及び売掛金 6,729,969 2,438,329

有価証券 － 300,000

商品及び製品 132,428 184,238

仕掛品 1,327,291 3,070,974

原材料及び貯蔵品 227,248 351,983

その他 1,255,474 1,741,836

貸倒引当金 △17,809 △7,120

流動資産合計 14,365,464 11,693,605

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,424,836 2,424,836

その他（純額） 1,378,636 1,389,241

有形固定資産合計 3,803,472 3,814,078

無形固定資産 270,589 239,082

投資その他の資産   

その他 1,611,468 1,654,036

貸倒引当金 △195 △195

投資その他の資産合計 1,611,273 1,653,841

固定資産合計 5,685,336 5,707,002

資産合計 20,050,801 17,400,607



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,311,512 1,694,335

短期借入金 150,000 150,000

未払法人税等 247,732 24,916

未払消費税等 95,376 6,953

賞与引当金 906,344 385,103

役員賞与引当金 20,360 －

工事損失引当金 99,000 74,399

その他 2,155,827 1,726,610

流動負債合計 5,986,153 4,062,319

固定負債   

退職給付引当金 2,997,378 2,913,643

役員退職慰労引当金 147,633 131,350

資産除去債務 85,613 85,613

その他 236,202 154,808

固定負債合計 3,466,828 3,285,416

負債合計 9,452,981 7,347,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,708,389 2,708,389

資本剰余金 1,442,759 1,442,759

利益剰余金 4,977,523 4,456,823

自己株式 △4,254 △4,378

株主資本合計 9,124,417 8,603,593

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53,003 119,390

その他の包括利益累計額合計 53,003 119,390

少数株主持分 1,420,398 1,329,888

純資産合計 10,597,819 10,052,871

負債純資産合計 20,050,801 17,400,607



(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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 15,244,236 13,382,599

売上原価 12,882,222 11,156,029

売上総利益 2,362,014 2,226,570

販売費及び一般管理費 2,848,345 3,069,990

営業損失（△） △486,331 △843,419

営業外収益   

受取利息 1,516 1,898

受取配当金 10,046 9,755

受取賃貸料 39,817 41,051

その他 27,288 25,272

営業外収益合計 78,669 77,977

営業外費用   

支払利息 3,116 2,180

退職給付会計基準変更時差異の処理額 41,426 41,426

その他 8,878 3,833

営業外費用合計 53,422 47,440

経常損失（△） △461,084 △812,882

特別利益   

受取補償金 － 18,856

特別利益合計 － 18,856

税金等調整前四半期純損失（△） △461,084 △794,026

法人税等 △158,893 △254,351

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △302,190 △539,675

少数株主損失（△） △57,697 △92,360

四半期純損失（△） △244,493 △447,315



 (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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △302,190 △539,675

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,546 71,818

その他の包括利益合計 1,546 71,818

四半期包括利益 △300,644 △467,857

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △243,166 △380,928

少数株主に係る四半期包括利益 △57,478 △86,928



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第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） 

１．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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

(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  

合計 情報通信機器 
製造販売 

ネットワーク 
工事保守 

売上高       

外部顧客への売上高  7,309,633  7,934,602 15,244,236

セグメント間の内部売上高又は振替高 184,755  285,237 469,993

計 7,494,389  8,219,840 15,714,229

セグメント損失（△） △94,178  △383,721 △477,899

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △477,899

セグメント間取引消去  △8,431

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △486,331   



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

１．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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

 報告セグメント  

合計 情報通信機器 
製造販売 

ネットワーク 
工事保守 

売上高       

外部顧客への売上高  5,986,700  7,395,898 13,382,599

セグメント間の内部売上高又は振替高 188,821  233,610 422,431

計 6,175,522  7,629,508 13,805,031

セグメント損失（△） △344,004  △506,237 △850,242

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △850,242

セグメント間取引消去  6,822

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △843,419   

（重要な後発事象）
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