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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 5,813 △0.8 △124 ― △155 ― △168 ―
24年3月期第3四半期 5,859 △11.5 31 ― 269 ― 243 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △175百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 233百万円 （―％）

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3四半期 △11.13 ―
24年3月期第3四半期 16.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 6,506 3,850 59.2
24年3月期 7,000 4,070 58.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,850百万円 24年3月期  4,070百万円

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  
平成25年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

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 8,370 △2.1 150 36.4 110 △67.8 90 △69.7 5.95



(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
半期連結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 
１.本資料に記載されている業績見直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。 
２.平成25年３月期の期末配当予想につきましては、今後の業績動向が不透明であることから、現時点では未定です。予算額の開示は可能となった時点で速や
かに開示いたします。 

※  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   ：  無
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3Q 15,514,721 株 24年3月期 15,514,721 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 391,259 株 24年3月期 389,646 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 15,124,237 株 24年3月期3Q 15,125,650 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におけるわが国の経済は、復興需要の顕在化や生産・景況の面から底入れの兆しがみ

えるものの、欧州経済の失速や新興国の成長鈍化などによる外需の弱まりは依然わが国へ波及しており、景気は下

振れリスクを抱えた不透明な状況が継続しております。 

このような環境下、当社グループは、業績の更なる向上を 優先課題として掲げ、損益面の改善に向け、高収益

案件の受注及び新たなる顧客創造に日々努めるとともに、システムソリューション事業の強化、多様化するビデオ

視聴技術の提案、緊急時対応システムの拡販、特殊部材の販売強化及び高機能部品の開発等の戦略に基づき、経営

資源を集中した事業運営に努めております。 

   

この結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、連結売上高は58億１千３百万円（前年同期間比 0.8%

減）となりました。損益面では、営業損失は１億２千４百万円（前年同期間は３千１百万円の営業利益）、営業外

損益では、営業外費用として保険解約損２千５百万円計上し、経常損失は１億５千５百万円（前年同期間は２億６

千９百万円の経常利益）、四半期純損失は１億６千８百万円（前年同期間は２億４千３百万円の四半期純利益）と

なりました。 

  

セグメントの業績は以下のとおりです。 

システムソリューションにおきましては、中央省庁向けシステムが増加し、売上高は28億９千５百万円（前年同

期間比 35.4%増）、営業損失は１億１千４百万円（前年同期間は９千１百万円の営業損失）となりました。 

ネットワークソリューションにおきましては、前年好調に推移した映像配信システムの需要が一段落し、売上高

は７億６千３百万円（前年同期間比 37.9%減）、営業損失は８千２百万円（前年同期間は１億１千万円の営業利

益）となりました。 

また、電子部品及び機器におきましては、海外子会社RIKEI CORPORATION(SINGAPORE)PTE.LTD.清算に伴い、海外

における電子部品販売が減少し、売上高は21億５千３百万円（前年同期間比 13.5%減）となりましたが、高収益案

件の受注に努めた結果、営業利益は７千２百万円（前年同期間は１千２百万円の営業利益）となりました。 

  

なお、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における資産の合計は65億６百万円（前連結会計年度末比４億９千４百万円減少）

となりました。これは主に流動資産の現金及び預金が６億１千７百万円、商品及び製品が１億４百万円増加したも

のの、受取手形及び売掛金が11億７千１百万円減少したことことによります。 

負債の合計は、26億５千６百万円（前連結会計年度末比２億７千３百万円減少）となりました。これは主に支払

手形及び買掛金が２億２千９百万円減少したことと、短期借入金の返済により２億円減少したことによります。短

期借入金については、従前は現金及び預金（定期預金）をも担保としておりましたが第２四半期連結会計期間にお

いて、全額担保より解除しております。 

純資産の合計は38億５千万円（前連結会計年度末比２億２千万円減少）となりました。これは主に配当金の支払

４千５百万円と四半期純損失１億６千８百万円の計上によります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点においては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想に変更はありませんが、今後の経済情勢は、

引き続き政府債務問題による欧州経済の停滞が懸念され、国内経済においても為替相場の変動、雇用情勢不安等も

あり、業績予想に影響を与える事が予想されます。 

   

   

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 

（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） 

  当社及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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

   

   

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,009,326 3,627,033

受取手形及び売掛金 2,422,090 1,251,077

商品及び製品 181,609 285,930

その他 337,046 325,391

貸倒引当金 △234 △1,186

流動資産合計 5,949,838 5,488,246

固定資産   

有形固定資産 454,267 449,655

無形固定資産 5,584 4,981

投資その他の資産 590,754 563,314

固定資産合計 1,050,607 1,017,951

資産合計 7,000,445 6,506,197

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,339,019 1,109,895

短期借入金 700,000 500,000

未払法人税等 23,538 13,900

その他 504,425 663,337

流動負債合計 2,566,984 2,287,133

固定負債   

退職給付引当金 211,619 224,360

その他 151,142 144,561

固定負債合計 362,762 368,922

負債合計 2,929,746 2,656,055

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,426,916 3,426,916

資本剰余金 615,043 615,043

利益剰余金 238,214 24,449

自己株式 △111,392 △111,527

株主資本合計 4,168,782 3,954,881

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,674 15,551

繰延ヘッジ損益 54 △754

土地再評価差額金 △11,613 △11,613

為替換算調整勘定 △102,199 △107,923

その他の包括利益累計額合計 △98,083 △104,740

純資産合計 4,070,698 3,850,141

負債純資産合計 7,000,445 6,506,197
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 5,859,713 5,813,419

売上原価 4,445,443 4,594,802

売上総利益 1,414,270 1,218,617

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 680,736 681,365

退職給付費用 40,317 36,639

貸倒引当金繰入額 － 1,080

その他 661,851 623,745

販売費及び一般管理費合計 1,382,904 1,342,831

営業利益又は営業損失（△） 31,366 △124,214

営業外収益   

受取利息 300 255

受取賃貸料 1,453 1,868

貸倒引当金戻入額 273,776 －

その他 4,298 1,831

営業外収益合計 279,828 3,955

営業外費用   

支払利息 9,885 6,284

保険解約損 26,638 25,761

為替差損 5,352 2,486

その他 229 901

営業外費用合計 42,106 35,434

経常利益又は経常損失（△） 269,087 △155,692

特別利益   

固定資産売却益 177 －

特別利益合計 177 －

特別損失   

会員権評価損 133 2,500

退職給付制度終了損 14,952 －

その他 3,400 －

特別損失合計 18,486 2,500

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（△）

250,779 △158,192

法人税、住民税及び事業税 6,918 10,197

法人税等合計 6,918 10,197

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（△）

243,860 △168,390

四半期純利益又は四半期純損失（△） 243,860 △168,390
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（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

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（△）

243,860 △168,390

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,758 △123

繰延ヘッジ損益 1,080 △809

為替換算調整勘定 △4,001 △5,724

その他の包括利益合計 △10,680 △6,656

四半期包括利益 233,180 △175,046

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 233,180 △175,046

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 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23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

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   

（注）セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

Ⅱ 当第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） 

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   

（注）セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

              （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 システムソリ

ューション 

ネットワー
クソリュー
ション 

電子部品及び
機器 

売上高             

外部顧客への売上

高 
 2,139,542  1,229,854  2,490,317  5,859,713  －  5,859,713

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1,864  50,600  2,583  55,048  △55,048  －

計  2,141,406  1,280,455 2,492,900  5,914,762  △55,048  5,859,713

セグメント利益又は

損失(△) 
 △91,061  110,112 12,314  31,366  －  31,366

              （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 システムソリ

ューション 

ネットワー
クソリュー
ション 

電子部品及び
機器 

売上高             

外部顧客への売上

高 
 2,895,902  763,589  2,153,927  5,813,419  －  5,813,419

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2,113  38,473  1,199  41,786  △41,786  －

計  2,898,016  802,063 2,155,126  5,855,206  △41,786  5,813,419

セグメント利益又は

損失(△) 
 △114,262  △82,633   72,682  △124,214  －  △124,214
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