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

25年3月期第1四半期 283 △5.0 △53 ― △32 ― △33 ―
24年3月期第1四半期 298 △27.3 △46 ― △40 ― △21 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △35百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △20百万円 （―％）

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1四半期 △1,764.65 ―
24年3月期第1四半期 △1,129.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 2,614 2,132 81.6
24年3月期 2,413 2,177 90.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,132百万円 24年3月期  2,177百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 500.00 500.00

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、通期は対前期、四半期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 △2.7 △43 ― △25 ― △27 ― △1,406.25
通期 1,350 1.4 △60 ― 20 ― 16 ― 833.33



(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、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。 

※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、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。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 19,500 株 24年3月期 19,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 300 株 24年3月期 300 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 19,200 株 24年3月期1Q 19,200 株
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当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）における国内半導体な

らびにFPD（Flat Panel Display）業界は、一部では自動車およびスマートフォン関連製品の需要拡大

の動きが見られるものの、グローバル化による製品価格の低下、欧州債務問題による欧米景気の低迷、

中国その他新興国の成長鈍化、長期化する円高等の厳しい環境下での生き残りをかけて品種の絞り込

み、生産拠点の海外移転、業界再編等の施策を実施しており、当社企業グループが扱っているEDA製品

の国内市場はますます縮小に向かっています。こうした状況のもと当社企業グループは、従来から取り

組んできた海外FPD市場向けの販売活動をより強化するとともに、海外半導体市場に向けた新製品を投

入し、かつ米国で開催された世界 大の業界展示会に出展する等、積極的な販売活動を展開してまいり

ました。また国内においては設計信頼性向上に貢献する製品群に磨きをかけ、新たな需要の掘り起こし

を進めてまいりました。しかしながら、短期的な成果は限定的なものに留まり、国内市場の縮小による

影響をカバーするまでには至りませんでした。 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は前年同四半期と比較して15百万円（5.0%）減少して2億

83百万円、営業損失は53百万円（前年同四半期は営業損失46百万円）、経常損失は32百万円（前年同四

半期は経常損失40百万円）、四半期純損失は33百万円（前年同四半期は四半期純損失21百万円）となり

ました。 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較して2億円（8.3%）増加して26億14百万円となりました。内訳と

して流動資産は2億5百万円（8.8%）増加して25億45百万円、固定資産は4百万円（6.3%）減少して68百

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3億28百万円（16.7%）増加して22

億98百万円となった一方で、有価証券99百万円が全額満期償還となり、受取手形及び売掛金が43百万円

（25.1%）減少して1億29百万円となったことによるものであります。固定資産が減少した主な要因は、

有形固定資産が1百万円（4.7%）減少して28百万円となり、無形固定資産が2百万円（13.1%）減少して

16百万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2億46百万円（104.6%）増加し4億82百万円となりました。

流動負債が増加した主な要因は、前受金が2億25百万円（208.5%）増加して3億33百万円となり、買掛金

が14百万円（60.1%）増加して38百万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45百万円（2.1%）減少して21億32百万円となりました。純資

産が減少した主な要因は、四半期純損失33百万円と、剰余金の配当9百万円によるものであります。 

  

平成24年５月10日に公表しました平成25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(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
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,969,746 2,298,664

受取手形及び売掛金 172,782 129,391

電子記録債権 57,110 61,841

有価証券 99,847 －

たな卸資産 4,934 5,500

その他 37,381 51,822

貸倒引当金 △1,500 △1,300

流動資産合計 2,340,302 2,545,919

固定資産   

有形固定資産 29,492 28,113

無形固定資産 19,301 16,767

投資その他の資産 24,466 23,760

固定資産合計 73,260 68,641

資産合計 2,413,563 2,614,560

負債の部   

流動負債   

買掛金 23,848 38,170

未払法人税等 5,601 2,034

賞与引当金 37,187 26,049

前受金 108,125 333,593

その他 60,885 82,229

流動負債合計 235,649 482,078

負債合計 235,649 482,078

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 561,015 517,534

自己株式 △32,676 △32,676

株主資本合計 2,178,904 2,135,422

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △989 △2,940

その他の包括利益累計額合計 △989 △2,940

純資産合計 2,177,914 2,132,482

負債純資産合計 2,413,563 2,614,560
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 298,685 283,663

売上原価 93,168 63,553

売上総利益 205,517 220,109

販売費及び一般管理費   

役員報酬 9,170 9,670

給料及び手当 70,556 69,144

賞与引当金繰入額 9,224 11,224

研究開発費 91,343 111,218

その他 71,589 72,567

販売費及び一般管理費合計 251,884 273,824

営業損失（△） △46,367 △53,714

営業外収益   

受取利息 2,606 823

助成金収入 3,889 19,506

その他 329 468

営業外収益合計 6,825 20,798

営業外費用   

為替差損 662 －

営業外費用合計 662 －

経常損失（△） △40,204 △32,916

税金等調整前四半期純損失（△） △40,204 △32,916

法人税、住民税及び事業税 1,010 965

法人税等調整額 △19,529 －

法人税等合計 △18,519 965

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △21,685 △33,881

四半期純損失（△） △21,685 △33,881
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △21,685 △33,881

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 811 △1,950

その他の包括利益合計 811 △1,950

四半期包括利益 △20,874 △35,831

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,874 △35,831

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24年4月1日 至 平成24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24年4月1日 至 平成24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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