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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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２四半期 21,764 24.9 583 ─ 410 ─ △143 ─
22年３月期第２四半期 17,423 △20.0 △20 ─ △54 ─ △206 ─

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２四半期 △2 .37 ─
22年３月期第２四半期 △3 .40 ─

 (2) 連結財政状態

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２四半期 44,615 22,653 50.3 369 .86

22年３月期 44,813 22,857 50.5 373 .02

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 22,459百万円 22年３月期 22,652百万円

2. 配当の状況

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

23年３月期 ─ ─

23年３月期(予想) ─ 3 .00 3 .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)

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 43,000 11.3 1,300 115.6 1,100 86.1 250 81.2 4 .12



 

  

 
     新規  ― 社  （社名          ）、除外  ― 社  （社名          ） 

     （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。 

 
     （注）簡便な会計処理およ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。 

 

 
     （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 

本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環

境の変化により実際の業績が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）２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。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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2Ｑ 62,449,621株 22年3月期 62,449,621株

② 期末自己株式数 23年3月期2Ｑ 1,726,540株 22年3月期 1,721,822株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Ｑ 60,724,674株 22年3月期2Ｑ 60,732,280株
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当第２四半期連結累計期間のわが国の経済においては、アジア向けを中心とした輸出の回復などによ
り企業収益は改善傾向にありますが、景気回復の勢いが緩やかになってきており、また、為替と株式市
場の変動懸念など、先行きには引き続き不透明感が残されております。 
当企業グループの主力市場である情報通信ネットワーク関連市場においては、光ネットワークをはじ

めとしたブロードバンド化の進展に伴い、多様化、高度化するネットワークを活用した様々な事業が生
まれるなど大きな変化が続いております。 
当企業グループにおいては、市場環境の変化を念頭におき、「業績の早期回復」と「成長軌道への回

帰」を目指し、「経営基盤の強化」と「事業の拡大」に継続して取組んでまいりました。 
「経営基盤の強化」につきましては、安定した収益体質を構築するため、グループ内機能の再編や要

員の最適化などの経営改善施策に継続して取組み、総原価の低減と付加価値の増大を目指してまいりま
した。 
「事業の拡大」につきましては、ネットワークソリューション分野およびセキュリティソリューショ

ン分野において、音声、データに映像技術を融合させた商品を開発するとともに、マーケットインによ
りお客様が必要とする規模、性能および機能を満たしたソリューションの提供を目指してまいりまし
た。その一環として、音声と映像を組合わせたＩＰテレビインターホンシステムに加え、中小規模事業
所向けのネットワークセキュリティ装置や画像認識技術を付加した各種センサの提供を開始いたしまし
た。 
当第２四半期連結累計期間の売上高は、217億６千４百万円(前年同期比 24.9％増)となりました。利

益面では、経常利益は４億１千万円(前年同期経常損失５千４百万円)と改善いたしましたが、時価の下
落による投資有価証券評価損の発生があり四半期純損失が１億４千３百万円(前年同期純損失 ２億６百
万円)となりました。 
  

分野別の営業の概況は、次のとおりです。 
  

① ネットワークソリューション分野 
ネットワークソリューション分野の売上高は、97億７千３百万円(前年同期比 7.3％増)となり

ました。これは、音声、映像、データの融合商品やネットワーク周辺機器などが増加したことに
よるものです。 

② セキュリティソリューション分野 
セキュリティソリューション分野の売上高は、119億９千１百万円(前年同期比 44.2％増)とな

りました。これは、カード関連機器や加工受託などが増加したことによるものです。 
  

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に対し２億３百万円減少し226億５千３
百万円となりました。総資産は、１億９千７百万円減少し446億１千５百万円となりました。その結
果、自己資本比率は50.3％となりました。 
増減の主なものは、以下のとおりです。 
流動資産では、売上債権が回収により12億３千８百万円減少いたしましたが、現金及び預金が３億６

千５百万円増加いたしました。 
固定資産では、有形固定資産が１億２千９百万円、無形固定資産が１億９千１百万円それぞれ減少

し、また投資その他の資産が投資有価証券の時価評価などにより４億７千８百万円減少いたしました。 
負債では、仕入債務が４億１千５百万円増加いたしましたが、長短借入金および社債の合計が６億５

千５百万円減少いたしました。 
キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億６千４百

万円増加し、99億９千１百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を計上しましたが、減価償却費の

計上、売上債権の減少などにより29億６千５百万円の収入となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などによ

り９億３千８百万円の支出となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済および社債の償還により６億５千７百万円

の支出となりました。 
  

平成23年３月期の連結業績予想については、最近の事業動向等を踏まえ、平成22年10月21日に修正い
たしました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 
  

・会計方針の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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）および「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。 
これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。 
  

・表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等
規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期
連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 9,027 8,662

受取手形及び売掛金 7,876 9,114

有価証券 999 －

商品及び製品 2,427 2,300

仕掛品 1,109 515

原材料及び貯蔵品 2,891 3,015

繰延税金資産 979 1,068

その他 760 779

貸倒引当金 △20 △16

流動資産合計 26,051 25,439

固定資産

有形固定資産

土地 8,746 8,746

その他（純額） 2,889 3,018

有形固定資産合計 11,635 11,764

無形固定資産

ソフトウエア 3,570 3,701

のれん 474 508

その他 166 192

無形固定資産合計 4,210 4,402

投資その他の資産 2,678 3,156

固定資産合計 18,525 19,324

繰延資産 39 49

資産合計 44,615 44,813
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 5,877 5,462

短期借入金 2,507 2,758

1年内償還予定の社債 529 450

未払金 721 780

未払費用 1,247 1,090

未払法人税等 201 103

未払消費税等 160 268

製品保証引当金 288 274

その他 580 472

流動負債合計 12,115 11,663

固定負債

社債 1,414 1,728

長期借入金 1,885 2,053

繰延税金負債 1,263 1,366

退職給付引当金 3,649 3,284

役員退職慰労引当金 56 83

負ののれん 953 1,090

その他 623 685

固定負債合計 9,846 10,292

負債合計 21,961 21,956

純資産の部

株主資本

資本金 10,836 10,836

資本剰余金 6,331 6,331

利益剰余金 6,605 6,749

自己株式 △1,090 △1,089

株主資本合計 22,683 22,827

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △230 △182

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 7 7

評価・換算差額等合計 △224 △175

少数株主持分 194 204

純資産合計 22,653 22,857

負債純資産合計 44,615 44,813
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(2) 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21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

売上高 17,423 21,764

売上原価 11,884 15,744

売上総利益 5,538 6,019

販売費及び一般管理費 5,558 5,436

営業利益又は営業損失（△） △20 583

営業外収益

受取利息 0 2

受取配当金 37 38

負ののれん償却額 136 136

その他 32 28

営業外収益合計 206 205

営業外費用

支払利息 45 52

退職給付会計基準変更時差異の処理額 150 150

為替差損 2 128

その他 42 46

営業外費用合計 240 378

経常利益又は経常損失（△） △54 410

特別利益

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 14 －

特別利益合計 14 0

特別損失

固定資産除却損 11 22

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 － 415

事業構造改善費用 122 －

デリバティブ評価損 114 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3

その他 0 1

特別損失合計 248 445

税金等調整前四半期純損失（△） △287 △34

法人税、住民税及び事業税 47 162

法人税等調整額 △124 △43

法人税等合計 △76 119

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △153

少数株主損失（△） △4 △9

四半期純損失（△） △206 △143
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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21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22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（△） △287 △34

減価償却費 1,350 1,252

のれん償却額 34 34

負ののれん償却額 △136 △136

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 148 364

製品保証引当金の増減額（△は減少） 26 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28 △27

受取利息及び受取配当金 △37 △40

支払利息 45 52

為替差損益（△は益） 1 5

社債発行費償却 13 10

投資有価証券売却損益（△は益） － 1

投資有価証券評価損益（△は益） － 415

固定資産売却損益（△は益） 0 1

固定資産除却損 11 22

売上債権の増減額（△は増加） 1,419 1,238

たな卸資産の増減額（△は増加） △655 △596

仕入債務の増減額（△は減少） △175 403

その他 21 70

小計 1,706 3,040

利息及び配当金の受取額 37 40

利息の支払額 △44 △55

法人税等の支払額 △33 △59

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,666 2,965
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

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 △101 △153

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △544 △794

投資有価証券の取得による支出 △2 △5

投資有価証券の売却による収入 － 14

関係会社株式の取得による支出 △44 －

その他 44 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △648 △938

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） △172 －

長期借入れによる収入 50 200

長期借入金の返済による支出 △354 △620

社債の発行による収入 1,357 －

社債の償還による支出 △513 △235

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △2 △0

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 362 △657

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,379 1,364

現金及び現金同等物の期首残高 5,116 8,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,496 9,991
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該当事項はありません。 
  

当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付
帯するサービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略し
ております。 
  

（追加情報） 
当第１四半期会計期間より「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）および「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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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