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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 7,208 17.6 324 ― 339 ― 148 ―
23年3月期第1四半期 6,131 1.1 △231 ― △267 ― △292 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 468百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △396百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.40 ―
23年3月期第1四半期 △8.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 36,013 28,469 76.4
23年3月期 36,313 28,347 75.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  27,522百万円 23年3月期  27,469百万円

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

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 15,300 8.2 500 31.3 400 29.6 200 ― 5.90
通期 35,200 5.5 2,400 △8.2 2,300 △9.5 1,200 31.0 35.43



(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  

(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 
 本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 35,536,635 株 23年3月期 35,536,635 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,666,214 株 23年3月期 1,666,134 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 33,870,436 株 23年3月期1Q 33,876,726 株
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当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、国内では、平成23年３月11日に

発生した東日本大震災の影響とその後の電力不足懸念もあり、依然として不透明な状況が続いておりま

す。海外では、中国をはじめとしたアジアを中心に景気拡大が継続しておりますが、円高の進行や欧州

の財政危機問題もあり予断を許さない状況にあります。 

 このような環境の下、国内におきましては、前連結会計年度に引き続き、自治体への防災告知システ

ム納入、大型商業施設のリニューアル需要に加え、監視カメラ等のセキュリティ商品の納入を行いまし

た。 

 海外におきましては、アメリカ地域では、特定市場に絞り込んだ営業活動を行うことなどにより、販

売を伸ばしました。ヨーロッパ地域では財政再建による混迷が依然懸念されるものの、販売拠点の営業

力強化に注力し、販売は堅調に推移しました。中国・東アジア地域では、中大型物件の仕様化やネット

ワーク商品によるシステム提案を進め、販売を伸ばしました。アジア・パシフィック地域では前連結会

計年度に設立したインドネシア販売会社及びタイ販売会社が順調に推移するとともに、シンガポール、

マレーシアでも販売を伸ばしました。 

 これらの結果、売上高は7,208百万円（前年同期比＋1,077百万円、17.6％増）となりました。 

 利益については原材料価格の高騰などがあったものの、売上の伸長により営業利益は324百万円(前年

同期比＋556百万円)、経常利益は339百万円(前年同期比＋607百万円)、四半期純利益は148百万円(前年

同期比＋441百万円)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して299百万円減少しまし

た。減少の主な要因は、資産の部では売上債権の回収が進み1,655百万円減少したことなどによるもの

です。負債及び純資産の部では、仕入債務の減少161百万円や、配当金の支払い273百万円などにより減

少しました。 

  

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、「平成23年３月期決

算短信」で公表しております当初予想から変更しておりません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

・税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,459 12,501

受取手形及び売掛金 6,929 5,273

有価証券 900 900

商品及び製品 3,622 4,300

仕掛品 462 605

原材料及び貯蔵品 1,592 1,759

その他 1,075 1,474

貸倒引当金 △112 △81

流動資産合計 26,931 26,733

固定資産

有形固定資産 5,991 5,968

無形固定資産

のれん 371 369

その他 478 457

無形固定資産合計 849 826

投資その他の資産 2,541 2,485

固定資産合計 9,382 9,280

資産合計 36,313 36,013

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,113 2,952

短期借入金 255 281

未払法人税等 273 123

製品保証引当金 486 402

引当金 120 56

その他 1,261 1,283

流動負債合計 5,511 5,099

固定負債

長期借入金 68 67

退職給付引当金 1,789 1,780

その他 595 597

固定負債合計 2,454 2,445

負債合計 7,965 7,544

純資産の部

株主資本

資本金 5,279 5,279

資本剰余金 6,866 6,866

利益剰余金 17,752 17,562

自己株式 △966 △966

株主資本合計 28,931 28,742

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 450 437

為替換算調整勘定 △1,912 △1,657

その他の包括利益累計額合計 △1,462 △1,219

少数株主持分 878 947

純資産合計 28,347 28,469

負債純資産合計 36,313 36,013
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 6,131 7,208

売上原価 3,195 3,784

売上総利益 2,935 3,424

販売費及び一般管理費 3,167 3,099

営業利益又は営業損失（△） △231 324

営業外収益

受取利息 5 5

受取配当金 21 22

その他 29 12

営業外収益合計 56 41

営業外費用

支払利息 3 3

為替差損 84 21

その他 5 1

営業外費用合計 92 26

経常利益又は経常損失（△） △267 339

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15 －

関係会社株式売却損 28 －

特別損失合計 44 －

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（△）

△312 339

法人税等 △31 142

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（△）

△280 196

少数株主利益 11 47

四半期純利益又は四半期純損失（△） △292 148
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30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（△）

△280 196

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △98 △12

為替換算調整勘定 △16 284

その他の包括利益合計 △115 271

四半期包括利益 △396 468

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △409 391

少数株主に係る四半期包括利益 13 76
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30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 

 
(注) セグメント利益の調整額△654百万円には、セグメント間取引消去35百万円及び各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△690百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門

に係る費用であります。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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 

 
(注) セグメント利益の調整額△696百万円には、セグメント間取引消去△3百万円及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用△693百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部

門に係る費用であります。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 
(注)

四半期連
結損益計 
算書計上 

額日本 アメリカ
欧州・
ロシア

アジア・パ
シフィック

中国・
東アジア

計

売上高

 外部顧客への売上高 3,889 458 892 553 337 6,131 ― 6,131

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

1,138 1 9 565 594 2,308 △2,308 ―

計 5,028 460 901 1,118 932 8,440 △2,308 6,131

セグメント利益又は損
失（△） 
（営業利益又は営業損
失（△））

360 △54 61 30 25 422 △654 △231

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額 
(注)

四半期連
結損益計 
算書計上 

額日本 アメリカ
欧州・
ロシア

アジア・パ
シフィック

中国・
東アジア

計

売上高

 外部顧客への売上高 4,573 487 885 754 507 7,208 ― 7,208

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

1,215 9 0 625 632 2,483 △2,483 ―

計 5,788 497 885 1,379 1,140 9,692 △2,483 7,208

セグメント利益 
（営業利益）

762 9 81 82 86 1,021 △696 324

（５）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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