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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 298 △27.3 △46 ― △40 ― △21 ―
23年3月期第1四半期 411 20.2 61 ― 65 611.7 39 723.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △20百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 39百万円 （410.7％）

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 △1,129.45 ―
23年3月期第1四半期 2,058.60 ―

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 2,811 2,385 84.9
23年3月期 2,652 2,427 91.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,385百万円 23年3月期  2,427百万円

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 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 500.00 500.00

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) 660 △9.2 △42 ― △19 ― △14 ― △759.58
通期 1,400 △2.4 △30 ― 20 △47.3 5 △61.0 310.30



(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 
本資料に記載されている業績見通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。業績予想の前提となる条件及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、添付資料
P.2「(3)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

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1Q 19,500 株 23年3月期 19,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 300 株 23年3月期 300 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 19,200 株 23年3月期1Q 19,200 株
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当第１四半期連結累計期間における国内の半導体ならびにFPD業界は、東日本大震災による影響から

当初予想を超えるスピードで復旧しつつあり、スマートフォンやタブレット端末等の需要増が追い風と

なっています。しかし他方では、定常的な価格低下および円高により、収益面で極めて厳しい状況が続

いており、生産設備投資と異なり、EDA製品等の設計設備への投資は抑制されています。こうした中で

当社企業グループは、中国を始めとした海外市場向け販売を強化し、国内でも新製品や新提案による新

規需要の掘り起こしを行ってまいりましたが、短期的な成果は限られたものとなっています。当第1四

半期連結累計期間の売上高は前年同四半期と比較して1億12百万円（27.3%）減少して2億98百万円、営

業損失は46百万円（前年同四半期は営業利益61百万円）、経常損失は40百万円（前年同四半期は経常利

益65百万円）、四半期純損失は21百万円（前年同四半期は四半期純利益39百万円）となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較して1億58百万円（6.0%）増加し28億11百万円となりました。内

訳として、流動資産は1億19百万円（5.1%）増加し24億73百万円、固定資産は38百万円（13.0%）増加し

3億37百万円となりました。流動資産が増加した主な要因は、現金及び預金が1億52百万円（7.4%）増加

し22億6百万円となり、前渡金が15百万円（167.5%）増加し24百万円となった一方で、売掛金が24百万

円（12.5%）減少し1億73百万円となり、繰延税金資産が11百万円（52.8%）減少し9百万円となったこと

によるものであります。固定資産が増加した主な要因は、投資その他の資産が45百万円（18.4%）増加

し2億92百万円となった一方で、有形固定資産が3百万円（13.4%）減少し25百万円となり、無形固定資

産が2百万円（11.1%）減少し19百万円となったことによるものであります。 

流動負債は、前連結会計年度末と比較して2億円（89.1%）増加し4億25百万円となりました。流動負債

が増加した主な要因は、前受金が2億3百万円（246.0%）増加し2億85百万円となり、買掛金が15百万円

（44.8%）増加し50百万円となった一方で、賞与引当金が22百万円（56.4%）減少し17百万円となったこ

とによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比較して41百万円（1.7%）減少し23億85百万円となりました。純資産が

減少した主な要因は、四半期純損失21百万円と、剰余金の配当19百万円によるものであります。なお、

自己資本比率は前連結会計年度末の91.5%から84.9%となりました。 

  

平成23年5月12日に公表しました平成24年3月期の連結業績予想からの変更はありません。   

なお当資料に記載の業績見通しについては、現在入手している情報に基づいた見通しであり、当社企

業グループの事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向等により、実際の業績がこれら業績見通しと大

きく異なる場合があり得ることをご承知おき願います。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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：千円）

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 2,054,098 2,206,602

受取手形及び売掛金 214,975 181,642

たな卸資産 7,207 7,211

繰延税金資産 20,880 9,855

その他 58,017 69,521

貸倒引当金 △1,500 △1,200

流動資産合計 2,353,679 2,473,633

固定資産

有形固定資産 29,812 25,821

無形固定資産 22,115 19,653

投資その他の資産

長期貸付金 49 －

繰延税金資産 193,560 224,114

その他 53,211 68,079

投資その他の資産合計 246,821 292,194

固定資産合計 298,749 337,669

資産合計 2,652,428 2,811,302

負債の部

流動負債

買掛金 34,544 50,016

未払法人税等 8,294 2,132

賞与引当金 40,627 17,698

前受金 82,564 285,645

その他 58,922 69,852

流動負債合計 224,954 425,345

負債合計 224,954 425,345

純資産の部

株主資本

資本金 760,007 760,007

資本剰余金 890,558 890,558

利益剰余金 814,117 771,788

自己株式 △32,676 △32,676

株主資本合計 2,432,006 2,389,677

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △4,532 △3,721

その他の包括利益累計額合計 △4,532 △3,721

純資産合計 2,427,474 2,385,956

負債純資産合計 2,652,428 2,811,302
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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：千円）

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 411,003 298,685

売上原価 102,028 93,168

売上総利益 308,974 205,517

販売費及び一般管理費

役員報酬 12,420 9,170

給料及び手当 67,605 70,556

賞与引当金繰入額 13,511 9,224

研究開発費 86,793 91,343

その他 67,180 71,589

販売費及び一般管理費合計 247,510 251,884

営業利益又は営業損失（△） 61,464 △46,367

営業外収益

受取利息 3,614 2,606

助成金収入 1,112 3,889

その他 179 329

営業外収益合計 4,906 6,825

営業外費用

為替差損 534 662

営業外費用合計 534 662

経常利益又は経常損失（△） 65,836 △40,204

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 554 －

特別損失合計 554 －

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（△）

65,281 △40,204

法人税、住民税及び事業税 5,762 1,010

法人税等調整額 19,994 △19,529

法人税等合計 25,756 △18,519

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（△）

39,525 △21,685

四半期純利益又は四半期純損失（△） 39,525 △21,685
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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：千円）

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（△）

39,525 △21,685

その他の包括利益

為替換算調整勘定 208 811

その他の包括利益合計 208 811

四半期包括利益 39,733 △20,874

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 39,733 △20,874

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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）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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