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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 27,862 △7.7 1,658 △13.6 1,353 △26.8 810 △32.3

23年3月期第2四半期 30,191 △17.2 1,919 △52.6 1,848 △55.6 1,197 △52.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,187百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △224百万円 （―％）

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2四半期 36.31 ―

23年3月期第2四半期 53.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 74,511 57,307 76.9
23年3月期 77,432 59,210 76.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  57,307百万円 23年3月期  59,210百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
24年3月期 ― 25.00

24年3月期（予想） ― 25.00 50.00

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、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  ：  有  
 

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 60,000 △8.0 3,000 △41.8 2,800 △46.8 1,600 △54.9 71.85



(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 
 （将来に関する記述等についてのご注意）  
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 な
お、上記予想に関する事項は、【添付資料】２ページ「１.当四半期決算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」をご覧下さい。 
 （四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 四半期決算補足説明資料は平成23年11月７日にTDnetで開示するとともに、当社ホームページに掲載いたします。 
 （連結業績予想の１株当たり当期純利益について） 
 平成24年３月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益は、平成23年９月末までに取得した自己株式を考慮して算出しております。 

4.  その他

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   ：  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2Q 22,731,160 株 23年3月期 22,731,160 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 510,585 株 23年3月期 409,985 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 22,316,961 株 23年3月期2Q 22,321,226 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧州においては財政問題の悪影響を懸念した金融市場の混乱等

により低調に推移しました。 

日本経済においては、東日本大震災の影響による急激な経済活動の停滞から緩やかながら持直しの動きが見られ

るものの、円高や欧州での景気減速懸念などを背景に、景気は依然として先行き不透明な状況が続いております。 

  

 当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の売上高は、27,862百万円（前年同期比7.7％減）となりま

した。品目別の売上高は次のとおりであります。 

［コンピュータ用モニター］  

 売上高は16,309百万円（前年同期比8.0％減）となりました。 

 東日本大震災の影響により一部の部品が調達できなくなる等の問題が発生しましたが、生産・販売への影響を最

小限に抑えるべく、代替部品への切替えを全力を挙げて進めました。これにより生産は６月以降正常な状態まで回

復しました。販売については、市場のニーズに応えるべく尽力してまいりましたが、前半の販売の落込みを挽回で

きませんでした。 

［アミューズメント用モニター］  

 売上高は7,852百万円（前年同期比19.5％減）となりました。  

 アミューズメント用モニターは、新機種の投入時期により四半期毎の売上高を左右する特性があります。当第２

四半期連結累計期間では、当初予定の販売台数は達成したものの、前年同期の販売台数には及びませんでした。 

  

 営業利益は1,658百万円（前年同期比13.6％減）となりました。これは、上記要因による減収により売上総利益が

減少したこと、アミューズメント用ソフトウェアの開発強化のための開発投資が増加したこと等で販売費及び一般管

理費が増加したことによります。経常利益は1,353百万円（同26.8％減）、四半期純利益は810百万円（同32.3％減）

となりました。これは、昨今の急激な円高により前期に比べ為替差損が膨らんだことによります。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産及び負債の状況は、前連結会計年度末と比較し、資産の部は2,921百万

円減少し、74,511百万円となりました。これは主に、たな卸資産が増加したものの、有価証券及び投資有価証券が減

少したことによります。 

 負債の部は、主に繰延税金負債の減少により1,018百万円減少し、17,204百万円となりました。 

 純資産の部は、配当金の支払いやその他有価証券評価差額金の減少等により1,902百万円減少し、57,307百万円と

なりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の連結業績を反映させ、平成23年９月８日に公表した通期の連結業績予想を、下記のとお

り修正いたします。 

  

 （連結業績予想） 

 通期         売上高      60,000百万円   （前回発表予想比  1.6％減） 

               営業利益      3,000百万円   （前回発表予想比  3.4％増） 

               経常利益      2,800百万円   （前回発表予想比  ―  ） 

               当期純利益     1,600百万円   （前回発表予想比  ―  ） 

  

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、今後様々な要

 因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

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 

該当事項はありません。  

  

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,611 8,150 

受取手形及び売掛金 12,720 14,957 

有価証券 13,202 8,701 

商品及び製品 3,724 5,304 

仕掛品 3,303 4,655 

原材料及び貯蔵品 6,366 8,104 

その他 2,658 2,889 

貸倒引当金 △83 △81 

流動資産合計 52,503 52,681 

固定資産   

有形固定資産 9,213 9,042 

無形固定資産   

のれん 1,198 981 

その他 708 665 

無形固定資産合計 1,906 1,646 

投資その他の資産   

投資有価証券 12,830 9,949 

その他 978 1,190 

投資その他の資産合計 13,808 11,140 

固定資産合計 24,929 21,829 

資産合計 77,432 74,511 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,747 8,747 

未払法人税等 1,890 475 

賞与引当金 1,096 870 

役員賞与引当金 83 20 

ソフトウェア受注損失引当金 262 585 

製品保証引当金 796 755 

その他 1,944 1,512 

流動負債合計 12,821 12,966 

固定負債   

退職給付引当金 2,187 2,161 

役員退職慰労引当金 105 105 

リサイクル費用引当金 1,175 1,192 

その他 1,932 778 

固定負債合計 5,400 4,237 

負債合計 18,222 17,204 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,425 4,425 

資本剰余金 4,313 4,313 

利益剰余金 48,616 48,868 

自己株式 △999 △1,156 

株主資本合計 56,356 56,451 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,234 2,498 

繰延ヘッジ損益 △0 △10 

為替換算調整勘定 △1,380 △1,632 

その他の包括利益累計額合計 2,853 855 

純資産合計 59,210 57,307 

負債純資産合計 77,432 74,511 
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 30,191 27,862 

売上原価 22,086 19,933 

売上総利益 8,104 7,928 

販売費及び一般管理費 6,185 6,270 

営業利益 1,919 1,658 

営業外収益   

受取利息 23 13 

受取配当金 95 130 

保険返戻金 42 － 

その他 41 72 

営業外収益合計 202 216 

営業外費用   

売上割引 48 28 

為替差損 224 490 

その他 0 3 

営業外費用合計 273 522 

経常利益 1,848 1,353 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 － 

EU関税返還金 40 7 

特別利益合計 47 7 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 48 － 

固定資産除却損 56 － 

特別損失合計 104 － 

税金等調整前四半期純利益 1,791 1,360 

法人税、住民税及び事業税 631 489 

法人税等調整額 △37 60 

法人税等合計 593 549 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,197 810 

四半期純利益 1,197 810 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,197 810 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,250 △1,736 

繰延ヘッジ損益 △1 △10 

為替換算調整勘定 △169 △251 

その他の包括利益合計 △1,421 △1,997 

四半期包括利益 △224 △1,187 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △224 △1,187 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,791 1,360 

減価償却費 615 600 

のれん償却額 88 88 

引当金の増減額（△は減少） 66 30 

売上債権の増減額（△は増加） 4,201 △2,401 

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,194 △5,079 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,087 2,059 

その他 △425 △149 

小計 3,231 △3,492 

利息及び配当金の受取額 123 151 

法人税等の支払額 △2,154 △1,872 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,200 △5,213 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △324 △624 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4,675 △0 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

4,875 2,002 

その他 10 △232 

投資活動によるキャッシュ・フロー △114 1,145 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △157 

配当金の支払額 △557 △558 

財務活動によるキャッシュ・フロー △557 △716 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △94 △174 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 433 △4,959 

現金及び現金同等物の期首残高 18,759 21,591 

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,192 16,632 
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 該当事項はありません。  

  

 当社グループは、映像機器及びその関連製品の開発・生産・販売が主であり、実質的に単一セグメントである 

ため、セグメント情報の記載を行っておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

販売の状況 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

品目 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日） 

増減 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

コンピュータ用モニター  17,725  58.7  16,309  58.5  △1,416

アミューズメント用モニター  9,753  32.3  7,852  28.2  △1,901

その他  2,711  9.0  3,701  13.3  989

合計  30,191  100.0  27,862  100.0  △2,328
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