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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第２四半期 17,067 △11.6 152 △64.7 162 △63.7 33 △75.4

29年３月期第２四半期 19,301 △14.2 431 ― 447 ― 136 ―
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 249百万円( ―％) 29年３月期第２四半期 △3百万円( ―％)
　

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

30年３月期第２四半期 5.74 ―

29年３月期第２四半期 23.19 ―
(注１) 平成29年10月１日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。前連結会計年度の

期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 40,081 22,721 56.3

29年３月期 41,629 22,770 54.3
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 22,547百万円 29年３月期 22,600百万円
　

　

　

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

29年３月期 ― ― ― 5.00 5.00

30年３月期 ― ―

30年３月期(予想) ― 30.00 30.00

(注１) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
(注２) 平成30年３月期（予想）の１株当たり期末配当金につきましては、株式併合の影響を考慮しております。

詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 41,000 1.4 600 △41.9 600 △44.3 250 △49.4 42.78
(注１) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
(注２) 通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。

詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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

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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期２Ｑ 6,244,962株 29年３月期 6,244,962株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 401,299株 29年３月期 400,977株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 5,843,794株 29年３月期２Ｑ 5,873,600株

※ 前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済み株式数、期末自己株式数、期中平均
株式数を算定しております。

　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（株式併合に伴う配当および業績予想について）
平成29年６月29日開催の第14回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月１日
を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。併せて同日付で単元株
式数を1,000株から100株への変更しております。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年３月期の期末
配当予想および通期連結業績予想における1株当たり当期純利益は以下のとおりとなります。
（１）平成30年３月期の配当予想

１株当たり期末配当金3.00円
（２）平成30年３月期の連結業績予想

１株当たり当期純利益4.28円
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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のわが国の経済は、緩やかな回復基調で推移しましたが、中国経済の減速懸念と欧

米における政治リスクやアジアにおける地政学的リスクの高まりなどにより、景気の先行きは依然不透明な状況

が続いております。

このような経済環境の中で、当企業グループは厳しい事業環境の変化に対応し、「持続成長可能な事業への転

換」と「あるべき姿に向けた事業構造への変革」を基本方針とした中期経営計画（平成29年度から平成31年度ま

での３か年）を策定し、成長軌道への足がかりとする３か年をスタートさせ、その実現に向けて取り組んでまい

りました。

具体的には、集中事業として取り組んでいる映像事業に関する監視・防犯・マーケティングなどの分野で活用

できる画像解析技術および各市場におけるＩｏＴを実現するためのプラットフォームに関する研究開発を進めて

まいりました。

また、中小規模オフィス向けＵＴＭ（統合脅威管理アプライアンス）をフルモデルチェンジし、セキュリティ

機能をさらに強化した新製品の投入を予定しており、お客様のネットワークセキュリティに対するニーズの高ま

りにお応えしてまいります。

当第２四半期連結累計期間の売上高は、ネットワークセキュリティ製品の増加はありましたが、ＯＥＭキーテ

レホンシステムや特定顧客向けシステムインテグレーションおよびアミューズメント市場向けの製品の受注減少

などにより170億６千７百万円（前年同期比11.6％減少）となりました。利益面では、売上高の減少などにより、

経常利益が１億６千２百万円（前年同期比63.7％減少）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、３千３

百万円（前年同期比75.4%減少）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、112億５千７百万円（前年同期比12.4％減少）となりました。

これは、ネットワークセキュリティ製品の受注は増加いたしましたが、ＯＥＭキーテレホンおよび特定顧客向

けシステムインテグレーションの受注が減少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、58億１千万円（前年同期比9.9％減少）となりました。これ

は、アミューズメント市場向けの製品の売上が減少したことによるものです。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、剰余金の配当による利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に

比べ４千９百万円減少し227億２千１百万円、総資産が15億４千７百万円減少し400億８千１百万円となったこと

により、自己資本比率は56.3％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、たな卸資産が４億４千６百万円増加しましたが、売上債権が回収により21億５千３百万円減少

いたしました。

固定資産では、有形固定資産は１千５百万円減少しましたが、無形固定資産がソフトウェアの増加などにより

７千４百万円、投資その他の資産が投資有価証券の増加などにより３億６百万円、それぞれ増加いたしました。

負債では、仕入債務が３億９千万円、長期借入金が返済により６億７百万円、それぞれ減少いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点における連結業績予想につきましては、平成29年５月12日公表の連結業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,310 8,006

受取手形及び売掛金 10,880 8,727

商品及び製品 1,930 1,838

仕掛品 601 877

原材料及び貯蔵品 2,163 2,426

繰延税金資産 985 1,006

その他 370 427

貸倒引当金 △22 △1

流動資産合計 25,220 23,308

固定資産

有形固定資産

土地 7,864 7,864

その他（純額） 1,702 1,686

有形固定資産合計 9,566 9,550

無形固定資産

ソフトウエア 2,393 2,486

のれん 16 0

その他 41 40

無形固定資産合計 2,452 2,527

投資その他の資産

その他 4,642 4,950

貸倒引当金 △255 △257

投資その他の資産合計 4,387 4,693

固定資産合計 16,405 16,771

繰延資産 3 1

資産合計 41,629 40,081
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,138 4,747

短期借入金 2,464 2,473

1年内償還予定の社債 130 60

未払金 976 854

未払費用 1,181 1,231

未払法人税等 377 180

未払消費税等 381 200

役員賞与引当金 34 -

製品保証引当金 192 203

その他 323 499

流動負債合計 11,201 10,450

固定負債

社債 30 -

長期借入金 3,379 2,771

繰延税金負債 466 467

退職給付に係る負債 3,159 3,073

役員退職慰労引当金 76 62

その他 544 535

固定負債合計 7,656 6,909

負債合計 18,858 17,360

純資産の部

株主資本

資本金 10,836 10,836

資本剰余金 6,023 6,023

利益剰余金 6,341 6,083

自己株式 △1,243 △1,244

株主資本合計 21,957 21,698

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 285 456

為替換算調整勘定 2 6

退職給付に係る調整累計額 355 385

その他の包括利益累計額合計 642 848

非支配株主持分 170 174

純資産合計 22,770 22,721

負債純資産合計 41,629 40,081
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 19,301 17,067

売上原価 14,523 12,481

売上総利益 4,778 4,586

販売費及び一般管理費 4,347 4,434

営業利益 431 152

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 54 55

為替差益 18 18

その他 32 19

営業外収益合計 107 95

営業外費用

支払利息 34 31

持分法による投資損失 25 30

その他 30 23

営業外費用合計 91 85

経常利益 447 162

特別利益

固定資産売却益 0 -

投資有価証券売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産除却損 5 4

固定資産売却損 0 0

事業構造改善費用 137 -

特別損失合計 143 4

税金等調整前四半期純利益 304 157

法人税、住民税及び事業税 250 129

法人税等調整額 △88 △15

法人税等合計 162 113

四半期純利益 142 44

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 10

親会社株主に帰属する四半期純利益 136 33
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 142 44

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △199 171

退職給付に係る調整額 48 30

持分法適用会社に対する持分相当額 6 3

その他の包括利益合計 △145 205

四半期包括利益 △3 249

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △9 239

非支配株主に係る四半期包括利益 6 10
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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利益 304 157

減価償却費 1,020 906

のれん償却額 16 16

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △89 △41

製品保証引当金の増減額（△は減少） △19 10

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45 △34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 △14

受取利息及び受取配当金 △55 △57

支払利息 34 31

為替差損益（△は益） 10 △2

持分法による投資損益（△は益） 25 30

社債発行費償却 4 1

固定資産売却損益（△は益） 0 0

固定資産除却損 5 4

事業構造改善費用 137 -

売上債権の増減額（△は増加） 2,462 2,153

たな卸資産の増減額（△は増加） △538 △446

仕入債務の増減額（△は減少） △435 △390

その他 171 △235

小計 2,993 2,069

利息及び配当金の受取額 55 57

利息の支払額 △38 △28

法人税等の支払額 △63 △217

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,946 1,880

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 △113 △198

有形固定資産の売却による収入 1 -

無形固定資産の取得による支出 △582 △819

投資有価証券の取得による支出 - △119

関係会社株式の取得による支出 - △49

関係会社貸付けの回収による収入 - 140

関係会社貸付けによる支出 - △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △693 △1,187

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 100 -

長期借入金の返済による支出 △593 △598

社債の償還による支出 △200 △100

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △174 △291

非支配株主への配当金の支払額 △5 △6

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △875 △997

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,379 △303

現金及び現金同等物の期首残高 7,205 8,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,585 8,006
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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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。

（重要な後発事象）

株式併合および単元株式数の変更

平成29年６月29日開催の第14回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月１日

を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。併せて同日付で単元株

式数を1,000株から100株への変更しております。
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