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（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12月期第１四半期 956 9.7 138 － 259 － 264 －

23年12月期第１四半期 871 △51.2 △230 － △139 － △175 －

（注） 包括利益 24年12月期第１四半期 523百万円 ( ％)－ 23年12月期第１四半期 △128百万円 ( ％)－

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12月期第１四半期 2,183.39 －

23年12月期第１四半期 △1,440.78 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第１四半期 11,063 10,578 95.2

23年12月期 10,689 10,059 93.6

（参考）自己資本 24年12月期第１四半期 10,528百万円 23年12月期 10,005百万円

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12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

24年12月期 －

24年12月期（予想） － － － －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

現時点では今期の配当については未定です。今後の業績等を勘案し、開示が可能となった時点で速やかに公表する予定です。

（％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）

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） 1,437 △18.9 △217 － △214 － △218 － △1,802.21

通期 3,779 5.1 37 － 43 － 34 － 281.11

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他

新規 ― 社 （社名 ）、除外 ― 社 （社名 ）

（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ます。なお、この四半期決算短信の開示時点におい

て、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 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、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。

（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

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12月期１Ｑ 123,401株 23年12月期 123,401株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 2,179株 23年12月期 2,179株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 121,222株 23年12月期１Ｑ 121,794株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間における経済環境は、東日本大震災の影響やデフレの影響、雇用悪化懸念等により、

依然として我が国経済状況の厳しさが継続する中、欧州政府債務危機の影響や原油価格の上昇等を背景とした海外

景気の下振れリスクが継続しております。

こうした中で、当社グループは、2013年までの中期経営戦略「TACK2Win.」に基づき、事業の黒字化と成長軌道

への復帰を目指し、全社一丸となった事業展開をしております。

当第１四半期連結累計期間においては、厳しい事業環境下にありましたが、全体としては計画を上回る推移とな

りました。

当社の独自技術であるV-by-One®HS技術のグローバル市場での普及に進展が見られ、V-by-One®HS技術を搭載した

LSI製品の出荷は前年同期比で3.3倍と大幅に増加し、当社グループ売上高に占める割合も約５分の１を占めるに至

りました。当該技術の適用市場は広範であり、テレビ、事務機器、アミューズメント等の高速伝送が必要とされる

市場に向けて事業展開しております。また、V-by-One®HS関連の設計技術料を当第１四半期連結累計期間に獲得す

ることができました。事務機器市場、アミューズメント市場は、V-by-One®HS技術搭載製品を含めた新製品の市場

投入・拡販を行うことにより、当社グループの利益牽引をねらう戦略市場であり、当第１四半期連結累計期間にお

いては、概ね計画通りの推移となりました。

画像処理用LSI分野においては、当社製従来製品の拡販に努めるとともに、低消費電力と高速性能を両立させた

スマートフォン対応新製品の開発を完了し、今後の市場投入を本格化させることができる段階に至りました。ま

た、タブレットPC向けには超低消費電力の新製品の市場投入を開始しました。

これらにより、連結売上高は９億56百万円（前年同期比9.7%増）、連結売上総利益は６億31百万円（前年同期比

74.7%増）となりました。

当第１四半期連結累計期間の研究開発活動等につきましては、V-by-One®HS技術、スマートフォン関連技術、タ

ブレット関連技術など成長の核となる分野に対して総額３億29百万円（前年同期比21.9％減）の研究開発費の投入

を行いました。

また、当社は経費削減策の一環として、平成24年５月に本社移転を行うこととしており、そのための移転準備を

実施しております。賃料単価削減および賃貸借面積縮小の相乗効果により賃料総額を現状の約３分の１の水準に圧

縮することを目的としております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益は１億38百万円、経常利益は２億59百万円、四半期純利益

は２億64百万円となり、当第１四半期連結累計期間の業績の黒字転換を果たしました。

※「V-by-One」はザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純

利益を２億63百万円（前年同期は税金等調整前四半期純損失１億43百万円）計上し、売上債権が２億29百万円増

加、仕入債務が１億35百万円減少したことなどにより２億12百万円のマイナスとなりました。（前年同期は２億５

百万円のプラス）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、匿名組合出資金の払戻による収入等により３億19百万円の

プラスとなりました。（前年同期は１億78百万円のマイナス）

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、増減額はありませんでした。（前年同期は73百万円のマイ

ナス）

これらの結果により、現金及び現金同等物は全体として前連結会計年度末から２億42百万円増加して、当第１四

半期連結会計期間末残高は75億円となりました。当社としては、機動的な研究開発リソースの確保やM&Aの機会に

迅速に対応できるよう内部留保を厚くする方針であり、資金運用に関しても流動性を重視した運用を行うこととし

ております。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年12月期の通期業績予想については、平成24年２月７日に公表しました業績予想から変更はありません。

なお、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、当社グループが本資料の発表日現在において

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いており、実際の業績は、今後様々な要因によって

異なる結果となる可能性があります。

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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

該当事項はありません。

（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。

（４）追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

２．サマリー情報（その他）に関する事項

ザインエレクトロニクス㈱ （6769） 平成24年12月期 第１四半期決算短信

 - 3 - 



４．四半期連結財務諸表
（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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,257,550 7,500,446

売掛金 387,857 617,338

営業投資有価証券 137,998 133,530

商品及び製品 201,475 207,554

仕掛品 67,576 77,941

原材料 44,052 74,470

その他 612,474 249,019

流動資産合計 8,708,986 8,860,301

固定資産

有形固定資産 92,133 83,791

無形固定資産 31,944 27,947

投資その他の資産

投資有価証券 1,570,860 1,750,596

その他 285,830 340,759

投資その他の資産合計 1,856,691 2,091,355

固定資産合計 1,980,770 2,203,094

資産合計 10,689,756 11,063,396

負債の部

流動負債

買掛金 391,797 256,015

未払法人税等 7,496 6,486

賞与引当金 6,692 37,027

移転費用引当金 20,000 20,000

資産除去債務 32,880 46,000

その他 171,116 119,055

流動負債合計 629,982 484,584

負債合計 629,982 484,584

純資産の部

株主資本

資本金 1,175,267 1,175,267

資本剰余金 1,291,546 1,291,546

利益剰余金 8,193,242 8,457,917

自己株式 △259,391 △259,391

株主資本合計 10,400,664 10,665,339

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △372,674 △119,314

為替換算調整勘定 △22,403 △17,369

その他の包括利益累計額合計 △395,078 △136,684

新株予約権 54,187 50,156

純資産合計 10,059,774 10,578,811

負債純資産合計 10,689,756 11,063,396
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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１月１日
至 平成23年３月31日)

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

売上高 871,673 956,649

売上原価 510,476 325,606

売上総利益 361,197 631,043

販売費及び一般管理費 591,295 492,641

営業利益又は営業損失（△） △230,097 138,401

営業外収益

受取利息 987 3,039

受取配当金 55,167 4,782

為替差益 33,476 111,397

雑収入 652 2,179

営業外収益合計 90,284 121,399

経常利益又は経常損失（△） △139,813 259,800

特別利益

貸倒引当金戻入額 830 －

新株予約権戻入益 － 4,031

特別利益合計 830 4,031

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,727 －

特別損失合計 4,727 －

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（△）

△143,710 263,831

法人税等 31,767 △842

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（△）

△175,478 264,674

四半期純利益又は四半期純損失（△） △175,478 264,674
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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１月１日
至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３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（△）

△175,478 264,674

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 45,126 253,359

為替換算調整勘定 1,421 5,033

その他の包括利益合計 46,548 258,393

四半期包括利益 △128,929 523,068

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △128,929 523,068

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

△143,710 263,831

減価償却費 25,265 25,719

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,727 －

株式報酬費用 7,673 －

新株予約権戻入益 － △4,031

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,069 30,335

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,500 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △830 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － 4,468

受取利息及び受取配当金 △56,147 △7,821

為替差損益（△は益） △27,128 △132,809

売上債権の増減額（△は増加） 421,809 △229,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,066 △46,861

その他の流動資産の増減額（△は増加） △57,244 65,087

仕入債務の増減額（△は減少） 132,389 △135,782

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,220 △49,082

その他 107 －

小計 236,634 △216,426

利息及び配当金の受取額 56,152 7,830

法人税等の支払額 △87,181 △3,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 205,605 △212,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △21,221 －

敷金の差入による支出 － △54,844

敷金の回収による収入 600 292

投資有価証券の取得による支出 △146,020 －

投資有価証券の償還による収入 29,912 73,623

匿名組合出資金の払戻による収入 － 300,000

その他 △41,293 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,022 319,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △73,076 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,076 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,799 135,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,693 242,896

現金及び現金同等物の期首残高 7,612,084 7,257,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,594,391 7,500,446
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（ストックオプションの付与）

当社は、平成24年３月28日開催の定時株主総会で決議した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

くストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成24年４月18日開催の取締役会において当該新株

予約権の発行を決議いたしました。その内容は次のとおりであります。

（1）発行した新株予約権の数

4,000個

（2）新株予約権の発行価格

無償

（3）新株予約権の発行価額の総額

206,800千円

（4）新株予約権の株式の種類及び株式数

当社普通株式 4,000株

（5）新株予約権の行使期間

平成26年４月18日から平成29年４月30日

（6）新株予約権の行使時の払込金額

１株につき51,700円

（7）新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本組入れ額

１株につき25,850円

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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