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ソフトバンクグループ各社とIP無線事業を開始TOPICS  1
　2013年2月1日、ソフトバンクグループ各社と連携し、全国

のタクシー、トラックなどの商用車向けに、車載用IP無線事業

を開始しました。車載用のIP無線機「SoftBank 201SJ」は、

当社が生産しソフトバンクグループに供給。無線機とサービス

の販売はソフトバンクグループが行い、当社はIP無線システム

の環境構築と、そのシステムの運用面を担います。

　IP無線は従来型の業務用無線回線を、携帯電話の回線に置

き換えたもの。電波状況の悪いエリアが解消され、全国規模で

の通信が可能となるなど、通信エリアの面で大きなメリットが

あります。また、車両の一斉呼び出しやトラッキング、動態管理

などの需要にも対応。GPSを使用した位置情報サービスによ

り、配車・運行・業務支援機能を提供し、お客様の効率的な業務

運営をサポートします。

　当社は他社に先駆け2010年度にIP無線システムを開発。

従来型の無線に加えお客様の選択肢を広げることで、最適で

使いやすい環境構築に取り組んでまいりました。この度の事業

開始は、こうして培った豊富なノウハウやソリューション力、サ

ポート力、実績などを評価いただき、協業先としてご指定いた

だいたものです。

　よりお客様にご満

足いただけるICTソ

リューションの提供を

目指し、引き続き本事

業に注力してまいり

ます。

「ヘリサットシステム」を総務省消防庁へ納入TOPICS  2
　ヘリコプターからの高速なリアルタイ

ム映像伝送を可能にする「ヘリコプタ―直

接衛星通信システム（ヘリサットシステ

ム）」を、総務省消防庁に納入しました。

　ヘリサットシステムは、回転するブレード

の隙間を縫って直接衛星に電波を伝達す

る先端技術を採用。衛星通信によるヘリコ

プターからの高速リアルタイム映像伝送

は、世界初となります。直接衛星へ電波を

送るため、地上へ電波を送る従来のシステ

ムとは異なり、高いコストがかかる中継局

の整備が不要で、山岳・高層ビルなどの影

響を受けにくく、安定した映像を届けるこ

とができるのが特長です。

　同システムを装備したヘリコプターは

京都市消防局に配備され、４月より運用開

始。今後発生が懸念されている東海・東南

海地震などの大規模災害への対応におい

ては、災害現場の情報収集をより迅速に

行うことが重要で、ヘリサットシステムの

有用性が期待されています。

　なお、2013年度には４機（配備場所：

東京消防庁・埼玉県・宮城県・高知県）の納

入が予定されています。

　全国の防災対策・災害対策に寄与する

べく、さらなる拡販に努めます。

福井県大野市に防災行政無線システムを納入TOPICS  3

神奈川県に津波情報配信システムを納入TOPICS  4

東京の事業拠点を移転オープン
　海岸利用者に津波などの情報を自動的に伝達する津波情報配

信システムを開発し、神奈川県に納入しました。津波や高潮など

の気象情報が発令された際、見やすさに優れる縦92㌢、横300

㌢の巨大表示板にその内容を表示し、迅速な避難活動を支援し

ます。通信回線には災害時に強いデジタルMCA無線を採用する

ことでシステム全体の信頼性も確保しています。また、表示板の

近くにはライブカメラを設置し、各管理事務所で海岸の状況を把

握できるほか、6月からは一般の方々にも神奈川県のホームペー

ジで公開しています。

　本システムは、国土交通省をはじめ全国の自治体にも営業展開

し、引き続き受注拡大に努めてまいります。

　伊丹市の防災通信インフラをより強固なものとするべく、

MCA無線システムを追加配備しました。災害時には避難所と

なる市内７箇所の小学校に拡声子局設備を増設し、共同利用

施設には連絡通話用MCA無線機（半固定局）を設けました。

半固定局は平常時は行政連絡用として使用。非常時には施設

外に持ち出し、災害初動時に回線制限が予想される携帯電話

に代わる通信手段として使用できます。地元企業として、伊丹

市の防災対策と危機管理体制強化の一翼を担いました。

TOPICS  7

地元伊丹市の防災通信インフラを構築TOPICS  5

　２０１３年３月、ドコモショップ山田南店（大阪府吹田市）が移転

リニューアルオープン。接客カウンターの大幅増設に加え、お客

様により快適にご利用いただけるよう、キッズスペースや駐車場

などの設備面も充実させまし

た。オープン初日には開店前か

ら多数のお客様にご来店いただ

くなど地域密着型店舗としてご

愛顧いただいております。

　首都圏エリアでの事業展開をより一層強化するとともに従業

員の業務効率の向上を図るため、東京の事業拠点を移転しまし

た。併せて自社開発のシステムなどを展示するショールームを

併設し、情報発信

力を強化しまし

た。決意新たに、さ

らなる拡大・発展

を目指します。

昆陽里小学校

国土交通省近畿地方整備局が
災害時事業継続力を認定TOPICS  6

「ドコモショップ山田南店」
移転リニューアルTOPICS  8

　国土交通省近畿地方整備局より、災害時における当社の事

業継続力が相当であると認定されました。この認定制度は、災

害時の基礎的な事業継続力を備えているか否かを事業継続計

画（BCP）により確認し、客観的に評価するものです。当社にお

いては、自社の被害の軽減はも

とより、いち早く体制を整え災

害支援や社会インフラの復旧

など、官公庁のお客様をサポー

トしていく必要があります。平常

時はもとより、災害時だからこ

そ迅速な対応で皆さまに安心・

安全をお届けできるよう、事業

継続力のさらなる向上に尽力し

てまいります。
桜台小学校

新オフィス エントランス
ショールーム

　「北陸の小京都」とも呼ばれる福井県大野市。ここ大野

市に当社では初となるJV（共同企業体）方式で防災行政

無線（デジタル同報系）システムを納入しました。このシ

ステムは、緊急時の住民への一斉連絡手段として、市役

所・消防本部から市内114箇所に設置した屋外拡声子

局や避難所、市関連施設に設置した戸別受信機へ情報を

伝達するもので、災害時の避難勧告など重要な防災情報

や国民保護情報を音声やサイレンでお知らせすることが

できます。さらには、J-ALERT（全国瞬時警報システム）

にも対応。いざという時の確実な情報伝達手段として、住

民の皆さまの安心・安全の確保に貢献しています。
J-ALERT：大規模災害などの発生時に総務省消防庁へ伝達された情

報を通信衛星を用いて地方公共団体に伝達するシステム。
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プターからの高速リアルタイム映像伝送

は、世界初となります。直接衛星へ電波を

送るため、地上へ電波を送る従来のシステ

ムとは異なり、高いコストがかかる中継局

の整備が不要で、山岳・高層ビルなどの影

響を受けにくく、安定した映像を届けるこ

とができるのが特長です。

　同システムを装備したヘリコプターは

京都市消防局に配備され、４月より運用開

始。今後発生が懸念されている東海・東南

海地震などの大規模災害への対応におい

ては、災害現場の情報収集をより迅速に

行うことが重要で、ヘリサットシステムの

有用性が期待されています。

　なお、2013年度には４機（配備場所：

東京消防庁・埼玉県・宮城県・高知県）の納

入が予定されています。

　全国の防災対策・災害対策に寄与する

べく、さらなる拡販に努めます。

福井県大野市に防災行政無線システムを納入TOPICS  3

神奈川県に津波情報配信システムを納入TOPICS  4

東京の事業拠点を移転オープン
　海岸利用者に津波などの情報を自動的に伝達する津波情報配

信システムを開発し、神奈川県に納入しました。津波や高潮など

の気象情報が発令された際、見やすさに優れる縦92㌢、横300

㌢の巨大表示板にその内容を表示し、迅速な避難活動を支援し

ます。通信回線には災害時に強いデジタルMCA無線を採用する

ことでシステム全体の信頼性も確保しています。また、表示板の

近くにはライブカメラを設置し、各管理事務所で海岸の状況を把

握できるほか、6月からは一般の方々にも神奈川県のホームペー

ジで公開しています。

　本システムは、国土交通省をはじめ全国の自治体にも営業展開

し、引き続き受注拡大に努めてまいります。

　伊丹市の防災通信インフラをより強固なものとするべく、

MCA無線システムを追加配備しました。災害時には避難所と

なる市内７箇所の小学校に拡声子局設備を増設し、共同利用

施設には連絡通話用MCA無線機（半固定局）を設けました。

半固定局は平常時は行政連絡用として使用。非常時には施設

外に持ち出し、災害初動時に回線制限が予想される携帯電話

に代わる通信手段として使用できます。地元企業として、伊丹

市の防災対策と危機管理体制強化の一翼を担いました。

TOPICS  7

地元伊丹市の防災通信インフラを構築TOPICS  5

　２０１３年３月、ドコモショップ山田南店（大阪府吹田市）が移転

リニューアルオープン。接客カウンターの大幅増設に加え、お客

様により快適にご利用いただけるよう、キッズスペースや駐車場

などの設備面も充実させまし

た。オープン初日には開店前か

ら多数のお客様にご来店いただ

くなど地域密着型店舗としてご

愛顧いただいております。

　首都圏エリアでの事業展開をより一層強化するとともに従業

員の業務効率の向上を図るため、東京の事業拠点を移転しまし

た。併せて自社開発のシステムなどを展示するショールームを

併設し、情報発信

力を強化しまし

た。決意新たに、さ

らなる拡大・発展

を目指します。

昆陽里小学校

国土交通省近畿地方整備局が
災害時事業継続力を認定TOPICS  6

「ドコモショップ山田南店」
移転リニューアルTOPICS  8

　国土交通省近畿地方整備局より、災害時における当社の事

業継続力が相当であると認定されました。この認定制度は、災

害時の基礎的な事業継続力を備えているか否かを事業継続計

画（BCP）により確認し、客観的に評価するものです。当社にお

いては、自社の被害の軽減はも

とより、いち早く体制を整え災

害支援や社会インフラの復旧

など、官公庁のお客様をサポー

トしていく必要があります。平常

時はもとより、災害時だからこ

そ迅速な対応で皆さまに安心・

安全をお届けできるよう、事業

継続力のさらなる向上に尽力し

てまいります。
桜台小学校

新オフィス エントランス
ショールーム

　「北陸の小京都」とも呼ばれる福井県大野市。ここ大野

市に当社では初となるJV（共同企業体）方式で防災行政

無線（デジタル同報系）システムを納入しました。このシ

ステムは、緊急時の住民への一斉連絡手段として、市役

所・消防本部から市内114箇所に設置した屋外拡声子

局や避難所、市関連施設に設置した戸別受信機へ情報を

伝達するもので、災害時の避難勧告など重要な防災情報

や国民保護情報を音声やサイレンでお知らせすることが

できます。さらには、J-ALERT（全国瞬時警報システム）

にも対応。いざという時の確実な情報伝達手段として、住

民の皆さまの安心・安全の確保に貢献しています。
J-ALERT：大規模災害などの発生時に総務省消防庁へ伝達された情

報を通信衛星を用いて地方公共団体に伝達するシステム。
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ソフトバンクグループ各社とIP無線事業を開始TOPICS  1
　2013年2月1日、ソフトバンクグループ各社と連携し、全国

のタクシー、トラックなどの商用車向けに、車載用IP無線事業

を開始しました。車載用のIP無線機「SoftBank 201SJ」は、

当社が生産しソフトバンクグループに供給。無線機とサービス

の販売はソフトバンクグループが行い、当社はIP無線システム

の環境構築と、そのシステムの運用面を担います。

　IP無線は従来型の業務用無線回線を、携帯電話の回線に置

き換えたもの。電波状況の悪いエリアが解消され、全国規模で

の通信が可能となるなど、通信エリアの面で大きなメリットが

あります。また、車両の一斉呼び出しやトラッキング、動態管理

などの需要にも対応。GPSを使用した位置情報サービスによ

り、配車・運行・業務支援機能を提供し、お客様の効率的な業務

運営をサポートします。

　当社は他社に先駆け2010年度にIP無線システムを開発。

従来型の無線に加えお客様の選択肢を広げることで、最適で

使いやすい環境構築に取り組んでまいりました。この度の事業

開始は、こうして培った豊富なノウハウやソリューション力、サ

ポート力、実績などを評価いただき、協業先としてご指定いた

だいたものです。

　よりお客様にご満

足いただけるICTソ

リューションの提供を

目指し、引き続き本事

業に注力してまいり

ます。

「ヘリサットシステム」を総務省消防庁へ納入TOPICS  2
　ヘリコプターからの高速なリアルタイ

ム映像伝送を可能にする「ヘリコプタ―直

接衛星通信システム（ヘリサットシステ

ム）」を、総務省消防庁に納入しました。

　ヘリサットシステムは、回転するブレード

の隙間を縫って直接衛星に電波を伝達す

る先端技術を採用。衛星通信によるヘリコ

プターからの高速リアルタイム映像伝送

は、世界初となります。直接衛星へ電波を

送るため、地上へ電波を送る従来のシステ

ムとは異なり、高いコストがかかる中継局

の整備が不要で、山岳・高層ビルなどの影

響を受けにくく、安定した映像を届けるこ

とができるのが特長です。

　同システムを装備したヘリコプターは

京都市消防局に配備され、４月より運用開

始。今後発生が懸念されている東海・東南

海地震などの大規模災害への対応におい

ては、災害現場の情報収集をより迅速に

行うことが重要で、ヘリサットシステムの

有用性が期待されています。

　なお、2013年度には４機（配備場所：

東京消防庁・埼玉県・宮城県・高知県）の納

入が予定されています。

　全国の防災対策・災害対策に寄与する

べく、さらなる拡販に努めます。

福井県大野市に防災行政無線システムを納入TOPICS  3

神奈川県に津波情報配信システムを納入TOPICS  4

東京の事業拠点を移転オープン
　海岸利用者に津波などの情報を自動的に伝達する津波情報配

信システムを開発し、神奈川県に納入しました。津波や高潮など

の気象情報が発令された際、見やすさに優れる縦92㌢、横300

㌢の巨大表示板にその内容を表示し、迅速な避難活動を支援し

ます。通信回線には災害時に強いデジタルMCA無線を採用する

ことでシステム全体の信頼性も確保しています。また、表示板の

近くにはライブカメラを設置し、各管理事務所で海岸の状況を把

握できるほか、6月からは一般の方々にも神奈川県のホームペー

ジで公開しています。

　本システムは、国土交通省をはじめ全国の自治体にも営業展開

し、引き続き受注拡大に努めてまいります。

　伊丹市の防災通信インフラをより強固なものとするべく、

MCA無線システムを追加配備しました。災害時には避難所と

なる市内７箇所の小学校に拡声子局設備を増設し、共同利用

施設には連絡通話用MCA無線機（半固定局）を設けました。

半固定局は平常時は行政連絡用として使用。非常時には施設

外に持ち出し、災害初動時に回線制限が予想される携帯電話

に代わる通信手段として使用できます。地元企業として、伊丹

市の防災対策と危機管理体制強化の一翼を担いました。

TOPICS  7

地元伊丹市の防災通信インフラを構築TOPICS  5

　２０１３年３月、ドコモショップ山田南店（大阪府吹田市）が移転

リニューアルオープン。接客カウンターの大幅増設に加え、お客

様により快適にご利用いただけるよう、キッズスペースや駐車場

などの設備面も充実させまし

た。オープン初日には開店前か

ら多数のお客様にご来店いただ

くなど地域密着型店舗としてご

愛顧いただいております。

　首都圏エリアでの事業展開をより一層強化するとともに従業

員の業務効率の向上を図るため、東京の事業拠点を移転しまし

た。併せて自社開発のシステムなどを展示するショールームを

併設し、情報発信

力を強化しまし

た。決意新たに、さ

らなる拡大・発展

を目指します。

昆陽里小学校

国土交通省近畿地方整備局が
災害時事業継続力を認定TOPICS  6

「ドコモショップ山田南店」
移転リニューアルTOPICS  8

　国土交通省近畿地方整備局より、災害時における当社の事

業継続力が相当であると認定されました。この認定制度は、災

害時の基礎的な事業継続力を備えているか否かを事業継続計

画（BCP）により確認し、客観的に評価するものです。当社にお

いては、自社の被害の軽減はも

とより、いち早く体制を整え災

害支援や社会インフラの復旧

など、官公庁のお客様をサポー

トしていく必要があります。平常

時はもとより、災害時だからこ

そ迅速な対応で皆さまに安心・

安全をお届けできるよう、事業

継続力のさらなる向上に尽力し

てまいります。
桜台小学校

新オフィス エントランス
ショールーム

　「北陸の小京都」とも呼ばれる福井県大野市。ここ大野

市に当社では初となるJV（共同企業体）方式で防災行政

無線（デジタル同報系）システムを納入しました。このシ

ステムは、緊急時の住民への一斉連絡手段として、市役

所・消防本部から市内114箇所に設置した屋外拡声子

局や避難所、市関連施設に設置した戸別受信機へ情報を

伝達するもので、災害時の避難勧告など重要な防災情報

や国民保護情報を音声やサイレンでお知らせすることが

できます。さらには、J-ALERT（全国瞬時警報システム）

にも対応。いざという時の確実な情報伝達手段として、住

民の皆さまの安心・安全の確保に貢献しています。
J-ALERT：大規模災害などの発生時に総務省消防庁へ伝達された情

報を通信衛星を用いて地方公共団体に伝達するシステム。
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皆さまからの質問にお答えします。

財務ハイライト

代表取締役社長

西岡 伸明

　当社グループの連結業績は過去最高の売上高・当期純利益

となり、前期の経営体質強化策実行に伴う純損失から一転、Ｖ

字回復を達成しました。売上高は、スマートフォン販売台数の

増加、スマートフォン修理再生における修理受付台数の増加、

地方自治体向けMCA防災行政無線案件の増加、三菱電機株

式会社向け陸上端局装置（光海底ケーブルの送受信装置）の

試験調整業務の拡大など、既存領域が総じて好調だったことに

加え、店舗運営システムの全国拡販やIP無線（携帯電話網を活

売上高 前期比 20.4%
営業利益 前期比499.5%

増

増

当期の業績とその背景を
教えてください1Q
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記載されている将来に関する予想については、現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいて行った予想であり、
実際の業績は、さまざまな要素により、これらの予想とは異なる結果となる場合があることをご承知おきください。

将来の予想について5



用した無線）事業の拡大、総務省消防庁向けヘリサットシステ

ム（ヘリコプター直接衛星通信システム）の納入など、複数の

新規案件を展開したことで、前期に比べ増収となりました。

　一方、利益面では、IP無線システムをはじめとする各種シス

テムの開発・販売促進や、携帯電話販売における店舗リニュー

アルなど、将来に向けた積極投資を推進したことで費用は増え

ましたが、売上高の増加に加え、原価管理の徹底などが奏効

し、前期に比べ大幅増益となりました。

　これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高185億８百

万円（前期比20.4％増）、営業利益６億64百万円（同499.5％

増）、経常利益６億55百万円（同521.3％増）、当期純利益は４

億44百万円（前期は当期純損失４億63百万円）となりました。

　ICTソリューション企業として企業価値拡大に向け、「市場浸透」

「新製品開発」「新市場開拓」「多角化」「企業体質強化」を中長期

の経営戦略に掲げ、次の４点に果敢に取り組んでまいります。

①「事業規模拡大」

　市場ニーズに合った新システム・メニューの開発、新規事業の

開拓に努めます。今期から子会社の事業承継で製造領域が新た

に加わることから、シナジーを活かした新領域への進出、営業力

強化・エンジニアリング力の強化を図り、事業規模を拡大します。

②「収益力強化」

　商品・サービスの両方において競合他社との差別化を図り、

収益力を強化します。

③「品質・信頼性の向上」

　品質管理体制の強化を図り、一層の品質・信頼性の向上に

努めます。

④「経営基盤の強化」

　コーポレートガバナンス強化、コンプライアンス体制強化、人材育

成、事業管理強化、財務体質の強化を推進し、経営基盤を強化します。

成長のための取り組みを
教えてください2Q

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
＊記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。
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10,000

8,000

6,000

4,000
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0
’11/3’10/3’09/3

（単位：百万円）

8,518
9,717

8,347

総資産※

’12/3

9,666

’13/3

11,490 1,500

1,200

900

600

300

0
’11/3’10/3’09/3

（単位：円）

1,285 1,353 1,346

一株当たり純資産＊

’12/3

1,197

’13/3

1,311
500

250

0

△250

△500

△750
’11/3’10/3’09/3

（単位：百万円）

322 334

74

当期純利益※

’12/3

△463

’14/3

360
（予想）

’13/3

444
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　当社グループは、株主の皆さまに対する利益配分を経営の最

重要政策の１つと考えており、会社の競争力を維持・強化して、

株主資本の拡充と利益率の向上を図るとともに、配当の安定化

に努める方針です。内部留保資金につきましては、今後予想され

る経営環境の変化に対処すべく、通信関連新規分野への取り組

み強化及び市場ニーズに応える技術力の強化を図るために、有

効に投資してまいりたいと考えております。当期の配当につきま

しては、１株当たり25円とさせていただきました。また、次期の

配当につきましては、１株当たり27円を予定しております。

■情報通信端末事業

　携帯端末販売はスマートフォン市場が引き続き拡大することが

期待されます。顧客満足度の向上に努めるとともに、更にお客様に

お選びいただける店舗づくりに取り組むことで他店との差別化を

図ります。首都圏にも営業拠点を設けた店舗運営システムは、全

国への拡販の継続展開及び異業種への受注獲得に引き続き取り

組みます。修理再生では、事業の拡大に積極的に取り組みます。

■情報通信システム事業

　公共投資が拡大される中、防災行政無線や監視システム・警

報システムなどを中心に防災・減災需要を取り込んでまいりま

す。民間向けでは、周波数再編などの電波政策により、更新需

要が拡大する局面にあります。ソフトバンクグループ向けIP無

線事業の拡大を図るなど、システム技術力・営業力の強化を図

り、お客様のニーズに合わせた、各種ＩＣＴソリューションの提供

を実現してまいります。さらに2013年７月１日に、コーナン電

子株式会社の全事業を会社吸収分割方式で新設子会社に承

継します。当社グループに製造分野が新たに加わることから、

シナジーを活かした付加価値の高いサービスの提供を図って

まいります。

■次期の連結業績予想

　2014年３月期の売上高は、前年度比約25億円増の210

億円と、200億円を超える規模を目指します。営業利益・経常

利益は、事業規模拡大に伴う人材増強や製品競争力強化・新規

メニュー・新規顧客開拓を目的に、開発費などが増加すること

により、前年度比増益とするものの、当期純利益は３億60百万

円となる見通しです。

　株主の皆さまにおかれましては、今後ともなお一層のご支援

を賜りますようお願い申し上げます。

配当について教えてください3Q

次期の見通しについて教えてください4Q

30

20

10

0
’12/3’11/3

15 15

今期の配当は、前期比10円増配の25円となりました。

’14/3

27
（予想）

’13/3

25
（単位：円）

社長メッセージ
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情報通信端末事業 情報通信システム事業
　前期に比べ増収・大幅増益となりました。ソフトバンクグルー

プ各社とのIP無線事業の拡大、陸上端局装置の試験調整業務

が増加しました。防災関連では、全国各市町村におけるMCA防

災行政無線案件の増加、津波警報配信システムの納入、総務

省消防庁向けヘリサットシステムの納入などに加え、京都・阪

神競馬場の映像配信運営や民間向けの通信・映像システムも

堅調に推移しました。

　これらの結果、情報通信シス

テム事業の売上高は111億12

百万円（前期比18.3％増）、営

業利益は５億94百万円（同

596.6％増）となりました。

　前期に比べ増収・増益となりました。携帯電話販売では、市

場の拡大によりスマートフォンの販売台数が増加。自社開発

の店舗運営システムは、全国の携帯電話ショップへと拡販し

ました。修理再生では、前期開設したスマートフォン修理再生

工場「東日本端末修理センター」が本格稼働。首都圏を中心に

東日本へとサービスエリアを拡大し、修理受付台数が増加し

ています。

　これらの結果、情報通信端末

事業での売上高は73億96百

万円（前期比23.7％増）、営業

利益は69百万円（同173.8％

増）となりました。

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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7,893
6,687 5,800

売上高推移（連結）※
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セグメント情報
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要約連結財務諸表

科　目

連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円） 連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
2012年3月31日現在

当期
2013年3月31日現在

科　目
前期

2011年4月1日から
2012年3月31日まで

当期
2012年4月1日から
2013年3月31日まで

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販売費及び一般管理費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税金等調整前当期純利益又は
少数株主損益調整前当期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

当期純利益又は当期利損失（△）

15,373

12,268

3,105

2,994

110

8

13

105

24

645

△ 515

17

△ 69

△ 463

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
前期

2011年4月1日から
2012年3月31日まで

当期
2012年4月1日から
2013年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

△ 882

66

△ 54

△ 871

1,404

532

510

△ 96

△ 74

339

1,064

1,404

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

18,508

14,472

4,036

3,371

664

10

19

655

35

62

628

140

43

444

10,172

1,318

700

29

588

11,490

6,802

99

6,901

523

498

3,549

△ 1

4,570

19

4,589

11,490

8,102

1,564

909

46

608

9,666

5,372

104

5,477

523

498

3,157

△ 1

4,178

11

4,189

9,666

資 産 の 部

流 動 資 産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

資 産 合 計

負 債・純 資 産 の 部

流 動 負 債

固 定 負 債

負 債 合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計
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会社概要/株式情報

会社概要 （2013年3月31日現在）

西菱電機株式会社
SEIRYO ELECTRIC CORPORATION

〒664-0847
兵庫県伊丹市藤ノ木3丁目5番33号

1966年12月6日

5億23百万円

代表取締役社長　西岡 伸明

330名（連結407名）

三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行

※ 株式数は小数点以下を切り捨てて表示しております。

持株数
（千株）

所有者数
（名）

比率
（%）

役 員

西岡 伸明

後呂 勝博

西井 希伊

濱津 俊男

藤原 敏夫

秦 康明

岡部 純三

池内 久夫

（2013年6月25日現在）

商号

本社所在地

設立

資本金

代表者

従業員数

主要取引銀行

代表取締役社長

専務取締役

常務取締役

取締役

取締役

常勤監査役

監査役

監査役

株式の状況
12,000千株

3,500千株

432名

（2013年3月31日現在）

発行可能株式総数

発行済株式の総数

株主数

所有者別株式分布状況

2,287

884

279

32

18

3,500

65.35

25.26

7.97

0.91

0.51

100.00

398

15

7

10

2

432

（2013年3月31日現在）

個人・その他

その他の法人

金融機関

金融商品取引業者（証券会社等）

外国法人等

合　　　計

持株数（千株）
株主名

当社への出資状況

議決権比率（%）

所有者別株式分布状況

812

614

280

196

98

83

59

53

48

41

23.22

17.56

8.00

5.60

2.80

2.37

1.68

1.51

1.37

1.17

（2013年3月31日現在）

三菱電機株式会社

西岡 伸明

西岡 孝

西菱電機従業員持株会

竹田 和平

株式会社三菱東京UFJ銀行

三菱UFJ信託銀行株式会社

大阪証券金融株式会社

株式会社三井住友銀行

秦 康明
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株主メモ/事業所紹介

株主メモ
3月31日

6月下旬

期末配当受領株主確定日　3月31日

中間配当受領株主確定日　9月30日

定時株主総会　3月31日

その他必要がある場合は、取締役会で決議

し、あらかじめ公告して基準日を定めます。

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社

〒541-8502

大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

電話 0120-094-777(通話料無料）

電子公告の方法により行います。

ただし、やむを得ない事由により電子公告を

することが出来ない場合は、日本経済新聞に

掲載します。

公告掲載URL http://www.seiryodenki.co.jp/

決 算 期 日

定 時 株 主 総 会

剰 余 金 の 配 当

株 主 確 定 基 準 日

株 主 名 簿 管 理 人

特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先

公 告 の 方 法

（ご注意）

１．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設
されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。
口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信
託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦＪ信託銀
行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱ＵＦＪ信
託銀行）にお問合せください。なお、三菱ＵＦＪ信託銀行の全国各支店でもお取次ぎい
たします。

３．未受領の配当金につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店でお支払いいたします。

４．大阪証券取引所は、2013年7月16日付をもって東京証券取引所と市場の統合を行
う予定のため、同日以降当社の上場証券取引所は東京証券取引所になります。

本社

猪名寺事業所

大阪事務所

東京事務所

神奈川営業所

東日本端末修理センター

〒664-0847

〒661-0981

〒550-0003

〒105-0012

〒220-0005

〒134-0084

兵庫県伊丹市藤ノ木3-5-33

兵庫県尼崎市猪名寺1-35-15

大阪市西区京町堀1-8-33

東京都港区芝大門1-1-30

神奈川県横浜市西区南幸2-20-5

東京都江戸川区東葛西9-3-6

主な事業所

大阪府豊中市新千里東町1-3
　千里中央センター専門店街せんちゅうパル2F

兵庫県宝塚市山本南1-26-28

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1
　イオンモール伊丹4F

大阪府吹田市山田西4-1-2
　デュー阪急山田2F

大阪府吹田市山田市場10-5

兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1
　イオン猪名川ショッピングセンター3Ｆ

大阪府豊中市新千里東町1-3
　千里中央センター専門店街せんちゅうパル1F

兵庫県明石市本町2-1-1　インティ明石ビル1F

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 
　イオンモール伊丹3F

大阪府吹田市津雲台1-1-30
　ガーデンモール南千里1F

大阪府豊中市新千里東町1-5-2
　千里セルシー2F

〒560-0082

〒665-0882

〒664-0847

〒565-0824

〒565-0822

〒666-0257

〒560-0082

〒673-0892

〒664-0847

〒565-0862

〒560-0082

ドコモショップ千里中央店

ドコモショップ宝塚山本店

ドコモショップ
イオンモール伊丹店

ドコモショップ
デュー阪急山田店

ドコモショップ山田南店

ドコモショップ
イオンモール猪名川店 

auショップ
せんちゅうパル南口

ａｕショップ明石

auショップ
イオンモール伊丹

ａｕショップ
ガーデンモール南千里 

ソフトバンク千里セルシー

携帯電話ショップ

PC DEPOT 箕面店 大阪府箕面市今宮1-8-22〒562-0033
パソコンショップ

事業所紹介

コムテックサービス（株）

（株）スズキエンジニアリング

大阪市北区堂島2-1-7

神奈川県横浜市西区南幸2-20-5

〒530-0003

〒220-0005

グループ会社


