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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

期末の配当金につきましては、現時点では未定であります。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満四捨五入)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 ％

25年３月期第３四半期 21,414 △20.9 △69 - 356 △71.6 △192 -

24年３月期第３四半期 27,087 △5.8 1,314 △25.2 1,250 - 1,104 -

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期224百万円( △58.3 ％) 24年３月期第３四半期 541百万円( - ％)

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

25年３月期第３四半期 △3 25 -
24年３月期第３四半期 18 74 -

（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 ％

25年３月期第３四半期 38,677 32,457 83.9

24年３月期 39,390 32,571 82.7

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 32,457百万円 24年３月期 32,571百万円

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

24年３月期 - 0 00 - 5 00 5 00

25年３月期 - 0 00 -

25年３月期(予想) - -

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 28,700 △15.4 645 9.4 995 68.4 450 21.3 7 64



 

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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。 

※ 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 ：  有

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

（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) 25年３月期３Ｑ 63,139,649株 24年３月期 63,139,649株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 4,256,738株 24年３月期 4,251,686株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 58,885,182株 24年３月期３Ｑ 58,893,937株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの主要市場である北米経済は、住宅市場や雇用情勢が

改善し緩やかな回復基調を示しました。また、我が国経済は、累計期間後半に安倍新政権の金融緩和等の

政策へ期待から円安、株高基調となり景気先行きに明るさの兆しが見られました。 

 このような環境の中、当社グループでは引き続き収益体質の確立を最優先課題として位置づけ、当第３

四半期連結会計期間においても、グループ全社を挙げて取り組んでまいりましたが、売上及び利益面にお

いて厳しい結果となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高21,414百万円(前年同四半期比20.9%減)、営

業損失69百万円(前年同四半期は1,314百万円の利益)、経常利益356百万円(前年同四半期比71.6%減)、四

半期純損失192百万円(前年同四半期は1,104百万円の利益)となりました。 

〔電話関連機器部門〕 

 当部門では、北米市場及びオセアニア市場において、販売単価の下落及び販売数量の減少により、売上

台数709万台(前年同四半期比12.0％減)、売上高13,599百万円(同17.3％減)となりました。 

〔無線通信・応用機器部門〕 

 当部門では、北米市場及びオセアニア市場においてVideo Surveillance(監視カメラ)の売上が引き続き

好調に推移し、また、平均販売単価が増加したため、売上台数115万台(前年同四半期比5.7％増)、売上高

6,264百万円(同20.9％増)となりました。 

〔デジタル家電機器部門〕 

 当部門では、日本市場において、家庭用デジタルチューナーや車載用地上デジタルチューナーの需要が

激減し、売上台数11万台(前年同四半期比79.0％減)、売上高994百万円(同78.9％減)となりました。 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は20,787百万円(前期末比848百万円減)となりました。これ

は、主として受取手形及び売掛金が483百万円、商品及び製品が226百万円、現金及び預金が132百万円増

加し、その他が172百万円、仕掛品が52百万円、原材料及び貯蔵品が1,218百万円、繰延税金資産が241百

万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

固定資産は17,890百万円(同135百万円増)となりました。これは、投資その他の資産が252百万円増加

し、有形固定資産が37百万円、無形固定資産が80百万円減少したことによるものです。 

この結果、資産合計は38,677百万円(同713百万円減)となりました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は6,136百万円(前期末比605百万円減)となりました。これは、

主として未払費用が109百万円、短期借入金が425百万円増加し、支払手形及び買掛金が994百万円、賞与

引当金が97百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

固定負債は84百万円(同6百万円増)となりました。 

この結果、負債合計は6,220百万円(同599百万円減)となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は32,457百万円(前期末比114百万円減)となりました。これ

は、主として利益剰余金が529百万円減少し、為替換算調整勘定が413百万円増加したこと等によるもので

す。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年11月８日に公表しました業績予想に変更はありま

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



 

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(注記事項)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

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は僅

少であります。



１【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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,508 7,640 

受取手形及び売掛金 5,525 6,008 

商品及び製品 3,747 3,973 

仕掛品 736 684 

原材料及び貯蔵品 3,002 1,784 

繰延税金資産 699 458 

その他 495 323 

貸倒引当金 △77 △83 

流動資産合計 21,635 20,787 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,693 3,750 

機械装置及び運搬具（純額） 2,274 2,130 

工具、器具及び備品（純額） 566 562 

土地 9,178 9,202 

建設仮勘定 328 358 

有形固定資産合計 16,039 16,002 

無形固定資産 577 497 

投資その他の資産   

投資有価証券 443 677 

その他 811 829 

貸倒引当金 △115 △115 

投資その他の資産合計 1,139 1,391 

固定資産合計 17,755 17,890 

資産合計 39,390 38,677 



 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,535 2,541 

未払費用 1,662 1,771 

短期借入金 － 425 

未払法人税等 409 408 

賞与引当金 257 160 

役員賞与引当金 13 19 

製品保証引当金 118 82 

その他 747 730 

流動負債合計 6,741 6,136 

固定負債   

その他 78 84 

固定負債合計 78 84 

負債合計 6,819 6,220 

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,999 35,999 

資本剰余金 11,791 11,791 

利益剰余金 3,510 2,981 

自己株式 △7,319 △7,320 

株主資本合計 43,981 43,451 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 3 

為替換算調整勘定 △11,410 △10,997 

その他の包括利益累計額合計 △11,410 △10,994 

純資産合計 32,571 32,457 

負債純資産合計 39,390 38,677 



（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３四半期連結累計期間 

 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 27,087 21,414 

売上原価 18,513 16,043 

売上総利益 8,574 5,371 

販売費及び一般管理費 7,260 5,440 

営業利益又は営業損失（△） 1,314 △69 

営業外収益   

受取利息 23 7 

受取配当金 1 1 

受取賃貸料 22 23 

為替差益 － 29 

持分法による投資利益 － 143 

受取手数料 － 156 

その他 50 85 

営業外収益合計 96 444 

営業外費用   

支払利息 － 0 

為替差損 117 － 

会員権評価損 1 5 

その他 42 14 

営業外費用合計 160 19 

経常利益 1,250 356 

特別利益   

固定資産売却益 23 20 

子会社清算益 251 － 

特別利益合計 274 20 

特別損失   

固定資産除売却損 12 10 

特別退職金 77 276 

和解金 22 － 

特別損失合計 111 286 

税金等調整前四半期純利益 1,413 90 

法人税、住民税及び事業税 118 29 

法人税等調整額 191 253 

法人税等合計 309 282 

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（△）

1,104 △192 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,104 △192 



  【四半期連結包括利益計算書】 
   【第３四半期連結累計期間】 

 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

1,104 △192 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 3 

為替換算調整勘定 △558 364 

持分法適用会社に対する持分相当額 － 49 

その他の包括利益合計 △563 416 

四半期包括利益 541 224 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 541 224 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 



  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

（３）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（４）重要な後発事象


