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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 16,329 2.3 △218 ― △180 ― △84 ―

22年3月期第3四半期 15,954 △0.4 △441 ― △423 ― △226 ―

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

23年3月期第3四半期 △5.75 ―

22年3月期第3四半期 △15.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 17,925 8,355 39.7 484.91
22年3月期 19,070 8,469 37.9 492.02

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,117百万円 22年3月期  7,221百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1.7 700 4.9 700 7.9 400 1.0 27.25



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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おります。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  14,700,000株 22年3月期  14,700,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  22,219株 22年3月期  22,219株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  14,677,781株 22年3月期3Q  14,677,945株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の日本経済は、上半期に企業収益の改善傾向や個人消費の緩やかな回復など景気に持

ち直しの動きが見られましたが、第３四半期に入ると、急激な円高や景気刺激策終了に伴う駆込み需要の反動の影

響など、景気は停滞気味となってきております。 

 このような事業環境下で当社グループは、情報ネットワークの高度化、通信インフラ整備関連投資分野に着目

し、新たな成長基盤の確立に努めるとともに、グループ連携による工事・保守事業拡大の基盤整備を進めてまいり

ました。また、引続き収益規模変動に柔軟に対応できる経営体質の確保に向けた施策を展開してまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計会計期間の売上高につきましては、前年同期より2.3％増の163億29百万円と

なりました。 

 損益につきましては、営業損益は２億18百万円の損失（前年同期比２億22百万円の損失減）、経常損益は１億80

百万円の損失（同２億43百万円の損失減）、四半期純損益は84百万円の損失（同１億42百万円の損失減）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〕 

 情報伝送機器は前年同期に比べ減少いたしましたが、リモート計測機器が順調に推移したことから、売上高は61

億15百万円となり、営業損益につきましては、49百万円の利益となりました。 

〔ネットワーク工事保守〕 

 ＣＡＴＶや業務用無線システムの工事は前年同期に比べ増加いたしましたが、通信線路工事、通信機器工事等が

減少したことから、売上高は102億13百万円となり、営業損益につきましては、２億74百万円の損失となりまし

た。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（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11億44百万円減少した179億25

百万円となりました。これは主に、仕掛品が19億29百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が33億19百万円

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10億30百万円減少した95億69百

万円となりました。これは主に、短期借入金を４億90百万円返済したことと、未払金が２億92百万円、賞与引当

金が５億75百万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１億14百万円減少した83億55

百万円となりました。これは主に、四半期純損失84百万円の計上によります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間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

７百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には32億57百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加及び賞与引当金の

減少などにより減少したものの、売上債権の減少などにより５億26百万円の資金の増加（前年同四半期は16億54

百万円の資金の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金預入による支出３億円、

固定資産購入などにより資金の減少があったものの、投資有価証券の売却による収入３億53百万円により５百万

円の資金の増加（前年同四半期は８億13百万円の資金の減少）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより５億39百

万円の資金の減少（前年同四半期は１億84百万円の資金の増加）となりました。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 業績につきましては第３四半期までは堅調にきておりますが、期末における変動要素が大きいことから、平成22

年５月14日に公表いたしました業績予想について変更は行っておりません。 

  

(1) 重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ

り算定しております。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は85,613千円増加しております。また、

当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は85,613千円であります。 

  

２．その他の情報



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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,267,140 4,074,913

受取手形及び売掛金 2,932,645 6,252,065

商品及び製品 277,425 206,480

仕掛品 3,095,853 1,166,185

原材料及び貯蔵品 318,969 241,530

その他 1,084,372 804,635

貸倒引当金 △9,601 △22,615

流動資産合計 11,966,805 12,723,194

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,576,745 2,580,518

その他（純額） 1,430,753 1,518,957

有形固定資産合計 4,007,498 4,099,475

無形固定資産 444,929 487,178

投資その他の資産   

その他 1,555,156 1,812,207

貸倒引当金 △48,875 △51,720

投資その他の資産合計 1,506,281 1,760,487

固定資産合計 5,958,709 6,347,141

資産合計 17,925,515 19,070,336



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,261,350 2,161,814

短期借入金 170,000 660,000

1年内返済予定の長期借入金 66,400 66,400

未払法人税等 26,182 36,043

未払消費税等 31,712 116,424

賞与引当金 378,810 954,023

工事損失引当金 177,000 19,000

その他 1,687,175 1,923,627

流動負債合計 4,798,631 5,937,333

固定負債   

長期借入金 83,800 117,000

退職給付引当金 4,398,487 4,311,145

役員退職慰労引当金 101,553 117,786

資産除去債務 85,613 －

その他 101,607 117,127

固定負債合計 4,771,062 4,663,060

負債合計 9,569,694 10,600,393

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 2,903,599 2,988,025

自己株式 △4,110 △4,110

株主資本合計 7,050,638 7,135,064

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66,723 86,713

評価・換算差額等合計 66,723 86,713

少数株主持分 1,238,458 1,248,165

純資産合計 8,355,820 8,469,942

負債純資産合計 17,925,515 19,070,336



(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 15,954,646 16,329,085

売上原価 13,759,249 13,768,612

売上総利益 2,195,397 2,560,472

販売費及び一般管理費 2,636,573 2,778,923

営業損失（△） △441,176 △218,450

営業外収益   

受取利息 1,985 3,622

受取配当金 6,192 7,450

受取賃貸料 40,364 42,389

その他 31,010 38,376

営業外収益合計 79,552 91,838

営業外費用   

支払利息 12,576 7,588

退職給付会計基準変更時差異の処理額 41,426 41,426

その他 8,337 5,102

営業外費用合計 62,340 54,118

経常損失（△） △423,965 △180,730

特別利益   

投資有価証券売却益 － 153,680

特別利益合計 － 153,680

特別損失   

投資有価証券評価損 17,133 －

減損損失 14,730 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 85,613

特別損失合計 31,864 85,613

税金等調整前四半期純損失（△） △455,829 △112,664

法人税等 △164,574 △28,495

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △84,168

少数株主利益又は少数株主損失（△） △64,441 257

四半期純損失（△） △226,813 △84,425



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△） △455,829 △112,664

減価償却費 278,550 322,812

減損損失 14,730 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 85,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,454 △11,176

賞与引当金の増減額（△は減少） △241,223 △575,212

退職給付引当金の増減額（△は減少） 94,638 87,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,368 △16,233

工事損失引当金の増減額（△は減少） △39,000 158,000

受取利息及び受取配当金 △8,177 △11,072

支払利息 12,576 7,588

投資有価証券売却損益（△は益） － △153,680

投資有価証券評価損益（△は益） 17,133 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,292,825 3,032,847

たな卸資産の増減額（△は増加） △924,386 △2,078,051

その他の資産の増減額（△は増加） △6,521 169,047

仕入債務の増減額（△は減少） 251,413 55,730

未払消費税等の増減額（△は減少） △86,869 △142,544

その他の負債の増減額（△は減少） △437,676 △276,497

その他 2,093 3,513

小計 1,709,454 545,363

利息及び配当金の受取額 7,955 10,439

利息の支払額 △12,899 △7,160

法人税等の支払額 △49,864 △22,181

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,654,646 526,462

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 △300,000 △300,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △256,461 △120,589

有形固定資産の売却による収入 120 10,648

無形固定資産の取得による支出 △257,001 △51,288

投資有価証券の取得による支出 △3,815 △4,304

投資有価証券の売却による収入 － 353,680

貸付けによる支出 △6,190 △400

貸付金の回収による収入 6,735 2,222

その他 3,417 15,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △813,195 5,918



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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） 200,000 △490,000

リース債務の返済による支出 △11,875 △12,537

長期借入金の返済による支出 － △33,200

自己株式の取得による支出 △29 －

少数株主への配当金の支払額 △3,582 △3,582

財務活動によるキャッシュ・フロー 184,513 △539,319

現金及び現金同等物に係る換算差額 △442 △834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,025,521 △7,772

現金及び現金同等物の期首残高 2,319,261 3,264,913

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,344,783 3,257,140



該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は製品の市場類似性及び内部管理上の損益集計区分に照らし総合的に系列化し区分しております。

２．各事業の主要な製品 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）における本邦以外の国又は地域

に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）における海外売上高は、連結売

上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
情報通信機
器（千円） 

移動体通信
機器 
（千円） 

計測器
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高  15,754,263  59,907  140,475  15,954,646  －  15,954,646

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  9,479  16,803  26,282 (26,282)  －

計  15,754,263  69,386  157,279  15,980,929 (26,282)  15,954,646

営業損失（△）  △393,461  △9,512  △14,712  △417,686 (23,490)  △441,176

事業区分 主要製品

情報通信機器 
ＩＰ関連コンバータ、デジタルコンバータ、多重化装置、搬送機器、画像伝送

装置、監視制御装置、テレメタリング関連機器 

移動体通信機器 双方向通話装置、構内用ポケットベルシステム 

計測器 
ＩＳＤＮ関連計測器、ＬＡＮ関連計測器、電話・ファクシミリ用計測器、伝送

特性用計測器、無線関連計測器 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



１．報告セグメントの概要 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社グループは、情報通信機器の製造販売及びネットワークの工事保守を主な事業内容としており、当社

及び当社の連結子会社がそれぞれ独立した経営単位として、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、連結会社を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「情報通

信機器製造販売」及び「ネットワーク工事保守」の２つを報告セグメントとしております。 

 「情報通信機器製造販売」は、主に光伝送システム、セキュリティ・監視システム、リモート計測・セン

シングシステム、無線応用システムの関連機器を製造販売しております。「ネットワーク工事保守」は、主

に通信設備、光ネットワーク、ＣＡＴＶ等の工事及び保守を行っております。 

  

２．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 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

   

３．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） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

  

４．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。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

〔セグメント情報〕

  （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  6,115,132  10,213,952  16,329,085

セグメント間の内部売上高又は振替高  352,390  234,750  587,141

計  6,467,523  10,448,703  16,916,226

セグメント利益又はセグメント損失（△）  49,464  △274,886  △225,422

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △225,422

セグメント間取引消去  6,971

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △218,450   

(6) 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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