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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 46,088 13.0 1,846 45.0 1,791 40.3 1,106 50.7
23年3月期第2四半期 40,798 80.2 1,273 ― 1,276 ― 734 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 786百万円 （83.4％） 23年3月期第2四半期 428百万円 （―％）

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2四半期 86.38 ―

23年3月期第2四半期 57.31 ―

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2四半期 42,683 11,650 27.2 906.48
23年3月期 41,254 10,992 26.6 855.27

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,610百万円 23年3月期  10,954百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ― 10.00

24年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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  ：  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

通期 94,200 10.5 3,200 15.0 3,300 14.8 1,950 15.0 152.25



(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  

(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、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 
１．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３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。 
２．当社は、平成23年11月２日（水）にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後当社ホームページに
掲載する予定です。 

4.  その他

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2Q 12,888,000 株 23年3月期 12,888,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 79,964 株 23年3月期 79,516 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,808,222 株 23年3月期2Q 12,808,729 株



 
 
（参考） 

平成 24 年３月期の個別業績予想(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） 

  
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 

 

通  期 

百万円 

76,000 

%

4.4

百万円 

2,400 

%

6.3

百万円 

2,500 

%

6.5

百万円 

1,400 

%

9.4

円 銭

109.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

上記の業績予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因に

よって記載の予想数値と異なる可能性があります。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、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、円高・株安の進行、欧州の金融不安や米国経済の停滞懸念等により、依然として景気の先行きは不透明

な状況が続いております。 

 当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、中国を中心と

したアジア地域の需要が堅調に推移したことに加え、スマートフォンの需要増加、国内外の設備投資の持ち直しな

どを背景に、産業機械業界の生産活動は活発に推移いたしましたが、世界的な景気低迷による消費の抑制などもあ

りました。その影響を受け、半導体関連業界の成長も鈍化しております。 

 このような状況の中で、当社グループは新第７次中期経営計画（ＳＴＥＰ1000）の２年目にあたり、2013年３

月期連結売上高1,000億円の達成を目指し、引き続き「成長市場（クリーンエネルギー等環境事業の分野、ロボッ

ト等省力化の分野、介護・医療分野）への注力による業容の拡大」、「業務効率化による収益力向上」等の重点施

策に取り組んでおります。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高460億88百万円（前年同期比13.0％増）、営業利益18億

46百万円（前年同期比45.0％増）、経常利益17億91百万円（前年同期比40.3％増）、四半期純利益11億６百万円

（前年同期比50.7％増）となりました。  

  

部門別の業績は次のとおりであります。 

［電機部門］ 

 電機部門では、半導体業界の低迷により半導体製造関連装置向けのクリーンロボットの販売及び電子部品実装

機向けのモータ等の販売が減少いたしましたが、スマートフォンの需要増加を背景に有機ＥＬ製造装置向けの真

空ロボット等の販売が大幅に増加し、産業機械業界向けのサーボモータ等の販売も好調に推移いたしました。ま

た、太陽光発電システム向けの制御機器などクリ―ンエネルギー関連の需要の兆しも見えてきております。この

結果、当部門の売上高は127億50百万円（前年同期比18.7％増）となりました。 

［電子部門］ 

 電子部門では、中国市場向けの産業機械の需要が好調に推移し、インバータ、ロボット、サーボモータ向けの

電子部品の販売が増加いたしました。また、外食産業向けの店舗設備用のパソコン、ディスプレイの販売も増加

いたしました。この結果、当部門の売上高は295億96百万円（前年同期比9.7％増）となりました。 

［機械部門］ 

 機械部門では、産業用ロボットの販売及び有機ＥＬ製造向けの設備部品の販売が大幅に増加いたしました。ま

た、一般設備投資も回復の兆しが見えてきており、搬送装置等の販売が堅調に推移いたしました。この結果、当

部門の売上高は37億41百万円（前年同期比22.0％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 日本 

 国内は、有機ＥＬ製造装置向けのロボット及び設備部品等の販売が大幅に増加し、インバータ、ロボット、サー

ボモータ向けの電子部品等の販売も好調に推移いたしました。また、震災の復活需要や新規設備投資により生産設

備等の販売も堅調に推移いたしました。この結果、売上高355億53百万円（前年同期比9.3％増）、営業利益13億37

百万円（前年同期比24.0％増）となりました。 

② アジア 

 中国を中心としたアジア地域の景気は内需を中心に拡大しており、引き続き堅調に推移しております。このよう

な事業環境の中で、アジア地域では、現地顧客の開拓を進めた結果、産業機械業界向けの電子部品、インバータ及

びサーボモータ等の販売が好調に推移いたしました。この結果、売上高86億25百万円（前年同期比31.4％増）、営

業利益３億68百万円（前年同期比108.8％増）となりました。 

③ 欧米 

 欧米景気は減速傾向で推移しており、欧州ではインバータ、サーボモータ向けの電子部品の販売が減少いたしま

した。一方で、有機ＥＬ製造装置向けの設備部品の販売が増加いたしました。この結果、売上高９億44百万円（前

年同期比3.6％増）、営業利益１億円（前年同期は営業損失０百万円）となりました。 

④ その他 

 国内子会社の業績は一般設備投資に回復の動きが見られたことにより、外部顧客に対する売上高は９億64百万円

（前年同期比20.7％増）、営業利益33百万円（前年同期は営業損失５百万円）となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、426億83百万円となり前連結会計年度末に比べ14億28百万円増加し

ました。受取手形及び売掛金の増加がその主な要因であります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、310億32百万円となり前連結会計年度末に比べ７億71百万円増加し

ました。支払手形及び買掛金の増加が主な要因であります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、116億50百万円となり前連結会計年度末に比べ６億57百万円増加

しました。利益剰余金の増加が主な要因であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

３億10百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には34億37百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は６億83百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益（17億91百

万円）、仕入債務の増加（11億86百万円）等による増加がある一方で、売上債権の増加（９億49百万円）、たな卸

資産の増加（６億円）、法人税等の支払（10億79百万円）等により一部減少したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は59百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出（64百万

円）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は３億41百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減額（１億88百万

円）、配当金の支払（１億28百万円）等によるものであります。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月10日発表の連結及び個別の業績予想から修正を行っておりません。 

  

（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 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。 

また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上

で、法定実効税率を乗じて計算しております。  

  

（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,610 3,921

受取手形及び売掛金 25,987 26,960

商品及び製品 3,970 4,543

仕掛品 129 173

原材料及び貯蔵品 0 2

その他 709 695

貸倒引当金 △74 △73

流動資産合計 34,333 36,223

固定資産   

有形固定資産 3,854 3,817

無形固定資産   

その他 61 53

無形固定資産合計 61 53

投資その他の資産 3,004 2,589

固定資産合計 6,920 6,460

資産合計 41,254 42,683

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,960 23,172

短期借入金 3,100 2,877

未払法人税等 1,084 680

引当金 － 26

その他 1,044 1,284

流動負債合計 27,189 28,041

固定負債   

長期借入金 1,800 1,800

退職給付引当金 633 640

役員退職慰労引当金 481 504

その他 157 46

固定負債合計 3,072 2,991

負債合計 30,261 31,032

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,935 1,935

資本剰余金 1,341 1,341

利益剰余金 7,454 8,432

自己株式 △52 △53

株主資本合計 10,677 11,655

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 534 181

為替換算調整勘定 △257 △227

その他の包括利益累計額合計 276 △45

少数株主持分 38 40

純資産合計 10,992 11,650

負債純資産合計 41,254 42,683
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 40,798 46,088

売上原価 35,546 40,014

売上総利益 5,252 6,073

販売費及び一般管理費 3,978 4,226

営業利益 1,273 1,846

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 14 20

仕入割引 46 47

受取家賃 54 56

その他 117 47

営業外収益合計 234 173

営業外費用   

支払利息 27 31

手形売却損 0 5

売上債権売却損 27 27

為替差損 173 160

その他 3 5

営業外費用合計 232 229

経常利益 1,276 1,791

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

投資有価証券評価損 22 －

特別損失合計 22 －

税金等調整前四半期純利益 1,254 1,791

法人税等 519 682

少数株主損益調整前四半期純利益 735 1,108

少数株主利益 1 2

四半期純利益 734 1,106
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 735 1,108

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △239 △352

為替換算調整勘定 △67 30

その他の包括利益合計 △306 △322

四半期包括利益 428 786

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 427 783

少数株主に係る四半期包括利益 0 2
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 1,254 1,791

減価償却費 76 75

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64 △1

受取利息及び受取配当金 △16 △22

支払利息 27 31

為替差損益（△は益） △8 △42

投資有価証券評価損益（△は益） 22 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,753 △949

たな卸資産の増減額（△は増加） △408 △600

仕入債務の増減額（△は減少） 3,742 1,186

その他 41 304

小計 1,915 1,772

利息及び配当金の受取額 16 22

利息の支払額 △34 △31

法人税等の支払額 △27 △1,079

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,869 683

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △11 △7

投資有価証券の取得による支出 △13 △64

定期預金の払戻による収入 10 －

その他 △22 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △37 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,013 △188

長期借入れによる収入 600 －

長期借入金の返済による支出 △600 －

リース債務の返済による支出 △18 △24

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △128 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,160 △341

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 623 310

現金及び現金同等物の期首残高 4,236 3,126

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,859 3,437
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 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30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 

（注）１．「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、国内子会社の事業活動を含んで

おります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額24百万円には、セグメント間取引消去17百万円及び棚卸資産の調整

額６百万円が含まれております。 

３．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おります。 

  

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等に関する情報  

該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30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 

（注）１．「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、国内子会社の事業活動を含んで

おります。 

   ２．セグメント利益の調整額７百万円には、セグメント間取引消去８百万円及び棚卸資産の調整額△１百万円が

含まれております。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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等に関する情報  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

日本 アジア 欧米 計

売上高                 

外部顧客への売上高  32,525  6,563  911  39,999 799  40,798 － 40,798

セグメント間の内部
売上高又は振替高  2,705  545  59  3,310 336  3,646  △3,646 － 

計  35,230  7,108  970  43,310 1,135  44,445  △3,646 40,798

セグメント利益又は損

失（△） 
 1,078  176  △0  1,255 △5  1,249  24 1,273

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

日本 アジア 欧米 計

売上高                 

外部顧客への売上高  35,553  8,625  944  45,123 964  46,088  － 46,088

セグメント間の内部
売上高又は振替高  2,861  773  790  4,425 482  4,907  △4,907  －

計  38,415  9,399  1,734  49,549 1,447  50,996  △4,907 46,088

セグメント利益  1,337  368  100  1,806 33  1,839  7 1,846
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。   

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②商品仕入実績 

 当第２四半期連結累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③受注状況 

 当第２四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

４．補足情報

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

前年同四半期比（％）

その他（百万円）  423  221.1

合計（百万円）  423  221.1

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

前年同四半期比（％）

日本（百万円）  32,521    106.5

アジア（百万円）  6,463    146.6

欧米（百万円）  726    237.7

報告セグメント計（百万円）  39,711    112.7

その他（百万円）  922    137.4

合計（百万円）  40,633    113.1

セグメントの名称 
受注高

（百万円） 
前年同四半期比

（％） 
受注残高 
（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

日本    37,033    105.7    12,357    111.5

アジア  9,958    120.9    4,721    130.7

欧米  1,258    140.4    710    154.4

報告セグメント計  48,251    109.2    17,788    117.4

その他  1,078    90.0    363    55.0

合計    49,329    108.7    18,151    114.8
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④販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 
前年同四半期比（％）

日本（百万円）  35,553  109.3

アジア（百万円）  8,625  131.4

欧米（百万円）  944  103.6

報告セグメント計（百万円）  45,123  112.8

その他（百万円）  964  120.7

合計（百万円）  46,088  113.0
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