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１．平成25年９月期第１四半期の連結業績（平成24年10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９月期第１四半期 1,092 △37.5 △154 ― △187 ― △189 ―
24年９月期第１四半期 1,747 △66.9 △33 ― △48 ― △47 ―

(注) 包括利益 25年９月期第１四半期 △189百万円(―％) 24年９月期第１四半期 △47百万円(―％)

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９月期第１四半期 △17 37 ―

24年９月期第１四半期 △4 34 ―

（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９月期第１四半期 1,824 60 3.3

24年９月期 2,024 250 12.4

(参考) 自己資本 25年９月期第１四半期 60百万円  24年９月期 250百万円

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９月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

 25年９月期 ―

 25年９月期(予想) 0 00 ― 0 00 0 00

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25年９月30日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 2,804 △23.5 26 ― 3 ― △1 ― △0 09

通期 6,878 16.8 405 ― 361 ― 328 ― 30 04

hiromoto.konki
社名ロゴ



  

 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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ます。なお、この

四半期決算短信の開示時点においては、金融商品取引法に基づく四半期レビューの手続を実施中です。 

  

・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可

能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は、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、業績予想に関する事項は、添付資料3ペ

ージ「１.（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

（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 、除外 ―社

（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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

 （注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細

は、添付資料３ページ「２.(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  25年９月期１Ｑ 11,034,100株  24年９月期 11,034,100株

② 期末自己株式数  25年９月期１Ｑ 118,712株  24年９月期 118,712株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  25年９月期１Ｑ 10,915,388株  24年９月期１Ｑ 10,915,388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１四半期連結累計期間の売上高は10億92百万円（前年同期比37.5％減）、営業損失１億54百万円

（前年同期は営業損失33百万円）、経常損失１億87百万円（前年同期は経常損失48百万円）、四半期純

損失１億89百万円（前年同期は四半期純損失47百万円）となりました。 

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

  

〔ホームＡＶ事業〕 

液晶テレビの出荷は全体として引き続き低迷しておりますが、価格が下げ止まり傾向にあることから

やや持ち直しの動きが見られました。 

一方、モバイル関連では、スマートフォンやタブレット端末の出荷が引き続き好調なことから、ワン

セグ視聴アプリケーションの出荷は高水準で推移いたしました。しかしながら、単価の下落により金額

ベースでは減収となりました。 

また、年内に予定しておりましたスマートフォンやタブレット端末でフルセグ放送を視聴するワイヤ

レスチューナーの出荷が、年明け以降に延期となったことも影響しました。 

これらの結果、売上高は４億９百万円（前年同期比58.3％減）、セグメント損失（営業損失）は85百

万円（前年同期はセグメント利益12百万円）となりました。 

  

〔パソコン関連事業〕 

パソコン向けテレビキャプチャーのＯＥＭ販売は、新ＯＳ対応のマルチメディア視聴ソフトを搭載し

た機種の出荷が始まり健闘したものの、全体としてパソコンの需要が低価格のタブレット端末やスマー

トフォンへ流れているため、前年同期の水準には及びませんでした。 

この結果、売上高は５億38百万円（前年同期比4.0％減）、セグメント利益（営業利益）は82百万円

（前年同期比14.5％減）となりました。 

  

〔ＡＶソフトウエア事業〕  

デジタル（ビデオ）カメラの出荷が低迷しているうえ、一部顧客でライセンス使用の認識方法が変更

になったため、これらに同梱される映像編集ソフトウエアのロイヤルティ収入が減少いたしました。 

この結果、売上高は40百万円（前年同期比55.3％減）、セグメント損失（営業損失）は０百万円（前

年同期はセグメント利益47百万円）となりました。 

  

〔その他〕  

光触媒塗料関連の売上高は１億３百万円（前年同四半期比7.8％減）、セグメント損失（営業損失）

は７百万円（前年同期はセグメント損失12百万円）となりました。 
  

（注）各セグメントのセグメント利益（営業利益）又はセグメント損失（営業損失）は、「セグメント情報」に記載のとおり各セグメントに

配分していない全社費用億１億43百万円を配布する前の金額であります。 

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
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（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億円減少し、18億24百万円とな

りました。これは主に、商品及び製品が２億24百万円、受取手形及び売掛金が１億11百万円それぞれ減

少し、現金及び預金が１億７百万円増加したことなどによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ10百万円減少し、17億63百万円とな

りました。これは主に、賞与引当金が28百万円減少したことなどによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ1億89百万円減少し、60百万円とな

りました。これは主に、四半期純損失の計上により利益剰余金が1億89百万円減少したことなどによる

ものであります。 

  

平成25年９月期の連結業績予想は、「平成24年９月期 決算短信［日本基準］(連結)」（平成24年11月

13日公表）において公表いたしました連結業績予想から変更はありません。 

なお、現時点における平成25年９月期の連結業績予想は、次のとおりです。 

  

《連結業績見通し》 

 
  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

 （会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10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方法に変更しており

ます。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響

は軽微であります。  

  

（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

売上高 68億78百万円 （前期は 58億89百万円）

営業利益 ４億５百万円 （前期は 営業損失４億98百万円）

経常利益 ３億61百万円 （前期は 経常損失５億58百万円）

当期純利益 ３億28百万円 （前期は 当期純損失５億88百万円）

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期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９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 162,007 269,032 

受取手形及び売掛金 705,365 593,442 

商品及び製品 466,373 241,722 

仕掛品 4,777 17,532 

原材料及び貯蔵品 74,610 66,563 

その他 58,546 57,206 

貸倒引当金 △12,078 △3,683 

流動資産合計 1,459,602 1,241,816 

固定資産   

有形固定資産 123,697 117,852 

無形固定資産   

ソフトウエア 16,499 17,967 

電話加入権 817 817 

無形固定資産合計 17,316 18,784 

投資その他の資産   

投資有価証券 92,116 86,048 

営業保証金 234,868 262,808 

保険積立金 4,150 4,180 

敷金 85,468 85,468 

その他 7,196 15,493 

貸倒引当金 － △8,100 

投資その他の資産合計 423,800 445,897 

固定資産合計 564,814 582,535 

資産合計 2,024,416 1,824,351 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 509,177 508,000 

短期借入金 136,230 135,810 

役員短期借入金 155,200 173,160 

1年内返済予定の長期借入金 159,659 149,715 

未払金 59,918 49,130 

未払費用 313,685 331,876 

未払法人税等 10,473 4,365 

賞与引当金 58,187 29,979 

その他 14,673 50,901 

流動負債合計 1,417,206 1,432,940 

固定負債   

長期借入金 313,768 287,100 

資産除去債務 30,194 30,274 

繰延税金負債 12,190 12,162 

長期預り保証金 1,000 1,000 

固定負債合計 357,153 330,537 

負債合計 1,774,359 1,763,477 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,101,290 1,101,290 

利益剰余金 △699,167 △888,726 

自己株式 △125,038 △125,038 

株主資本合計 277,085 87,525 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27,028 △26,651 

その他の包括利益累計額合計 △27,028 △26,651 

純資産合計 250,056 60,874 

負債純資産合計 2,024,416 1,824,351 
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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10月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,747,267 1,092,117 

売上原価 1,397,404 907,833 

売上総利益 349,862 184,283 

販売費及び一般管理費 382,863 338,837 

営業損失（△） △33,000 △154,553 

営業外収益   

雑収入 － 12 

営業外収益合計 － 12 

営業外費用   

支払利息 2,023 4,575 

為替差損 9,276 24,042 

支払手数料 3,733 3,734 

その他 496 507 

営業外費用合計 15,529 32,859 

経常損失（△） △48,530 △187,401 

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,280 － 

特別利益合計 1,280 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △47,249 △187,401 

法人税、住民税及び事業税 1,938 2,250 

法人税等調整額 △1,852 △92 

法人税等合計 85 2,157 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,334 △189,559 

四半期純損失（△） △47,334 △189,559 
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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10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10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損失（△） △47,334 △189,559 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29 376 

その他の包括利益合計 △29 376 

四半期包括利益 △47,364 △189,182 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △47,364 △189,182 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年10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：千円)

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、光触媒塗料事業等を含んでおります。 

  
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項) 

(単位：千円) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。 

  
３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

報告セグメント
その他
（注）

合計

ホームＡＶ パソコン関連
ＡＶソフトウ

エア
計

売上高

外部顧客への売上高 982,335 561,494 91,606 1,635,436 111,830 1,747,267

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 982,335 561,494 91,606 1,635,436 111,830 1,747,267

セグメント利益 12,942 96,387 47,818 157,148 △12,157 144,990

利益 金額

報告セグメント計 157,148

「その他」の区分の利益 △12,157

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △177,991

棚卸資産の調整額 ―

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △33,000
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年10月１日 至 平成24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：千円)

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、光触媒塗料事業等を含んでおります。 

  
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項) 

(単位：千円) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。 

  
３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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。 

報告セグメント
その他
（注）

合計

ホームＡＶ パソコン関連
ＡＶソフトウ

エア
計

売上高

外部顧客への売上高 409,246 538,806 40,960 989,014 103,103 1,092,117

セグメント間の内部売上高
又は振替高

計 409,246 538,806 40,960 989,014 103,103 1,092,117

セグメント利益 △85,237 82,448 △771 △3,560 △7,842 △11,403

利益 金額

報告セグメント計 △3,560

「その他」の区分の利益 △7,842

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △143,150

棚卸資産の調整額 ―

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △154,553

（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
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