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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 7,494 △21.8 △182 ― △191 ― △570 ―

23年3月期第3四半期 9,579 18.8 137 ― 98 ― 34 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △401百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △199百万円 （―％）

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3四半期 △34.64 ―

23年3月期第3四半期 2.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 8,969 5,077 56.4 282.68
23年3月期 9,769 5,657 57.3 352.33

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,054百万円 23年3月期  5,595百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

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 9,700 △21.1 △250 ― △270 ― △670 ― △39.87



(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  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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き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 
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、四半期決
算短信（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3Q 18,800,000 株 23年3月期 16,800,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 919,344 株 23年3月期 917,832 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 16,481,534 株 23年3月期3Q 15,883,320 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以降停滞していた生産活動は回復に向かいつつ

ありますが、電力供給不足や原子力災害の影響に加え、タイの洪水、円高・株安の進行、欧州の政府債務危機な

ど、国内外とも懸念すべき問題も多く日本経済の先行きは不透明な状況で推移してまいりました。 

 このような状況のもと、当社グループは販売活動に一層注力するとともに、業務の効率化を推進し各製品の採算

性の向上に努めました他、一層厳しさを増す経営環境に対処するため、グループトータルとしての経営改善に向け

た各種取り組みを実施しました。 

 以上の結果、当第３四半期においては、売上高は 百万円（前年同期比 ％減少）となり、利益面につき

ましても売上高の減少が大きく影響し、営業損失は 百万円（前年同期は営業利益 百万円）となりました。 

 また、経常損失は 百万円（前年同期は経常利益 百万円）となった他、各種経営改善取り組みの結果、係る

費用を特別損失として343百万円計上致しました。 

 また、当期および今後の業績動向を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、繰延税金資産の一部を

取り崩したことなどから、四半期純損失は 百万円（前年同期は純利益 百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

 （事務機器） 

 事務機器は、プロッタの受注が増加したものの複写機周辺機器の受注が減少したこと等により、売上高は

百万円（前年同期比 ％減少）となり、営業利益は 百万円（前年同期は0百万円）となりました。 

  

 （光学電子情報機器） 

 光学電子情報機器は、入力機器の需要減や、監視カメラの受注減等により、売上高は 百万円（前年同期比

％減少）となり、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減少）となりました。 

  

 （電装機材） 

 電装機材は、基板実装や無機エレクトロ・ルミネッセンスの受注が減少したことにより、売上高は 百万円

（前年同期比 ％減少）となり、 百万円の営業損失（前年同期は営業損失142百万円）となりました。 

  

 （不動産賃貸） 

 不動産賃貸は、本社用地に建設した商業施設の賃貸により、売上高は 百万円（前年同期と同額）となり、営

業利益は 百万円（前年同期比 ％増加）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、 ％減少し、 百万円となりました。これは主として受取手形及

び売掛金が減少したためです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、 ％減少し、 百万円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 百万円となりました。 

  

 （負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、 ％減少し、 百万円となりました。これは主として仕入債務が

減少したためです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて ％減少し、 百万円となりました。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 百万円となりました。 

  

 （純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、 ％減少し、 百万円となりました。なお、自己資本比率

は、前連結会計年度末の ％から ％になりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結業績を踏まえ、平成23年11月4日に公表いたし

ました業績予想を修正しております。詳細は、本日公表いたしました「特別損失の計上および業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照下さい。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,494 21.8

182 137

191 98

570 34

3,339

10.4 5

2,139

38.4 147 73.4

1,862

16.3 101

153

125 0.5

4.1 6,247

16.3 2,721

8.2 8,969

2.1 3,292

19.7 600

5.3 3,892

10.3 5,077

57.3 56.4
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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 

①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。 

②税金費用の計算 

 税金費用については、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。 

 ただし、当四半期連結会計期間においては、見積実効税率を使用することが出来ないため、法定実効税率を使用

しております。 

 なお、「法人税等調整額」は「法人税等」に含めて表示しております。  

  

（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。 

   

   

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,911 2,146

受取手形及び売掛金 2,753 2,311

商品及び製品 320 298

仕掛品 235 246

原材料及び貯蔵品 1,141 1,114

繰延税金資産 104 57

その他 50 74

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 6,516 6,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 928 854

機械装置及び運搬具（純額） 406 234

土地 881 863

その他（純額） 107 104

有形固定資産合計 2,324 2,057

無形固定資産   

ソフトウエア 55 37

その他 71 60

無形固定資産合計 126 98

投資その他の資産   

投資有価証券 751 488

繰延税金資産 － 28

その他 65 65

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 802 566

固定資産合計 3,253 2,721

資産合計 9,769 8,969

㈱セコニック(7758)　平成24年3月期　第3四半期決算短信

－4－



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,848 1,664

短期借入金 1,166 1,217

未払法人税等 12 16

賞与引当金 － 63

その他 337 330

流動負債合計 3,364 3,292

固定負債   

長期預り保証金 256 241

繰延税金負債 61 －

退職給付引当金 330 273

役員退職慰労引当金 5 6

その他 94 78

固定負債合計 747 600

負債合計 4,111 3,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503 1,609

資本剰余金 1,759 1,865

利益剰余金 2,381 1,810

自己株式 △165 △165

株主資本合計 5,479 5,120

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 228 72

為替換算調整勘定 △112 △138

その他の包括利益累計額合計 116 △65

少数株主持分 61 22

純資産合計 5,657 5,077

負債純資産合計 9,769 8,969
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 9,579 7,494

売上原価 8,374 6,715

売上総利益 1,204 778

販売費及び一般管理費 1,067 961

営業利益又は営業損失（△） 137 △182

営業外収益   

受取配当金 13 11

その他 19 14

営業外収益合計 33 25

営業外費用   

支払利息 17 18

為替差損 51 6

その他 4 9

営業外費用合計 72 34

経常利益又は経常損失（△） 98 △191

特別利益   

補助金収入 13 12

その他 0 －

特別利益合計 14 12

特別損失   

固定資産除却損 7 3

固定資産廃棄損 7 －

投資有価証券評価損 1 －

事業構造改善費用 － 343

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2 －

特別損失合計 19 346

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（△）

93 △525

法人税等 48 82

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（△）

45 △608

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 △37

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34 △570
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（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

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（△）

45 △608

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △116 △155

為替換算調整勘定 △86 △28

その他の包括利益合計 △203 △184

四半期包括利益 △157 △792

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △163 △753

少数株主に係る四半期包括利益 5 △38
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 該当事項はありません。   

  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日） 

  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 

  

（単位：百万円）

（注）１.セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ 当第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） 

  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 

  

（単位：百万円）

 （注）１.セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。  

  

  ２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報 

  電装機材セグメントにおいて、海外子会社の機械装置101百万円及び国内子会社の土地建物等36百万円の減損

  損失を計上しております。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）2

事務機器 
光学電子
情報機器 

電装機材 不動産賃貸 計  

売上高              

外部顧客への売上高  3,728  3,473  2,224  153  9,579  －  9,579

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  3,728  3,473  2,224  153  9,579  －  9,579

セグメント利益又は損失

（△） 
 0  554  △142  125  537  △399  137

△399

△399

  

報告セグメント
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）2

事務機器 
光学電子
情報機器 

電装機材 不動産賃貸 計  

売上高              

外部顧客への売上高  3,339  2,139  1,862  153  7,494  －  7,494

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  3,339  2,139  1,862  153  7,494  －  7,494

セグメント利益又は損失

（△） 
 5  147  △101  125  176  △359  △182

△359

△359
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 該当事項はありません。   

  

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

（株式取得による会社等の買収） 

１．当社は、平成24年1月25日開催の取締役会において、株式会社セコニック通商の発行済株式の全てを取得し子会

社化することを決議し、平成24年1月25日付で株式譲渡契約を締結いたしました。 

株式取得に関する事項の概要は以下のとおりであります。 

(1) 株式取得の目的 

セコニックグループとして既存の営業・販売分野の拡大、多角化等を目指し、営業・販売部門の一部機能を分担且

つ独立させ、現在の株式会社セコニック本体とは別に運営するためであります。 

(2) 株式取得の相手先の名称 

株式会社明成商会 

(3) 株式取得会社の概要（平成23年12月期） 

①商号  ：株式会社セコニック通商 

②所在地 ：東京都豊島区目白2-16-20 

③代表者 ：代表取締役社長 大東 日出和 

④事業内容：光学電子情報機器・計測機器・事務機器の仕入及び販売 

⑤総資産 ：45百万円 

⑥総負債 ：14百万円 

(4) 株式取得の時期 

平成24年1月27日 

(5) 取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率 

①取得する株式の数：600株 

②取得価額    ：30百万円 

③取得後の持分比率：100％ 

(6) 資金の調達方法 

 自己資金  

  
２．当社は、平成24年1月25日開催の取締役会において、株式会社セコニック技研の発行済株式の全てを取得し子会

社化することを決議し、平成24年1月25日付で株式譲渡契約を締結いたしました。 

株式取得に関する事項の概要は以下のとおりであります。 

(1) 株式取得の目的 

セコニックグループとして既存の開発分野の拡大、多角化等を目指し、技術開発部門の一部機能を分担且つ独立さ

せ、現在の株式会社セコニック本体とは別に運営するためであります。 

(2) 株式取得の相手先の名称 

武藤工業株式会社 

(3) 株式取得会社の概要（平成23年12月期） 

①商号  ：株式会社セコニック技研 

②所在地 ：東京都豊島区目白2-16-20 

③代表者 ：代表取締役社長 阿部 要一 

④事業内容：電子・電気関連機器の研究・開発・製造・販売及びソフトウェアの開発・販売、 

       ソフトウェア技術者の派遣等  

⑤総資産 ：49百万円 

⑥総負債 ：18百万円 

(4) 株式取得の時期 

平成24年1月27日 

(5) 取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率 

①取得する株式の数：600株 

②取得価額    ：30百万円 

③取得後の持分比率：100％ 

(6) 資金の調達方法 

 自己資金  
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