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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 60,053 △9.7 1,349 △43.8 1,552 △37.2 900 △38.8

24年3月期第3四半期 66,527 6.9 2,401 20.8 2,473 24.4 1,470 24.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 926百万円 （△13.5％） 24年3月期第3四半期 1,070百万円 （6.8％）

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3四半期 70.29 ―

24年3月期第3四半期 114.82 ―

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

25年3月期第3四半期 42,154 13,242 31.3 1,031.06
24年3月期 42,539 12,571 29.5 978.57

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,205百万円 24年3月期  12,533百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ― 10.00 ―

25年3月期（予想） 10.00 20.00

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、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 86,000 △4.1 2,400 △27.0 2,500 △26.5 1,500 △24.1 117.12



(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 
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。  

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 12,888,000 株 24年3月期 12,888,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 80,166 株 24年3月期 79,988 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 12,807,879 株 24年3月期3Q 12,808,157 株



 
 
（参考） 

平成 25 年３月期の個別業績予想(平成 24 年４月１日～平成 25 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 

70,000 

% 

△5.6 

百万円

1,700 

%

△30.4

百万円

1,900 

%

△28.8

百万円 

1,000 

%

△31.2

円 銭

78.08

(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３四半期連結累計期間における日本経済は、引き続き復興関連の内需がみられたものの、欧州金融危機や中

国経済の成長鈍化などの影響により、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

 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、中国向けをは

じめとする輸出の減少等の影響により、特に半導体関連業界、産業機械業界は厳しい受注環境が続いており、市場

は未だ厳しい状況にあります。一方で、太陽光発電システムをはじめとする新エネルギー関連の需要は増加傾向で

推移するなど、明るい兆しも見えてきております。 

 このような環境の中で当社グループは、新第７次中期経営計画（ＳＴＥＰ1000）の 終年度として、グローバ

ルネットワークを活用した総合力を発揮し、成長市場への注力による業容の拡大、業務効率化による収益力の向上

等の重点施策に取り組んでおりますが、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は600億53百万円（前年同期

比9.7％減）、営業利益13億49百万円（前年同期比43.8％減）、経常利益15億52百万円（前年同期比37.2％減）、

四半期純利益９億円（前年同期比38.8％減）となり、前年同期を下回る結果となりました。 

  

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、新エネルギー関連の需要は引き続き増加傾向で推移しており、太陽光発電システム向けの制御

機器等の販売が大幅に増加いたしました。一方で、有機ＥＬ生産設備の需要減少により、好調だった前期に比べ

て真空ロボットの販売が減少いたしました。また、半導体関連業界及び中国市場の低迷により、半導体製造関連

装置向けのクリーンロボットの販売や産業機械業界向けのモータ等電機品の販売が減少いたしました。この結

果、当部門の売上高は137億18百万円（前年同期比25.8％減）となりました。 

［電子部門］ 

 電子部門では、携帯電話基地局のインフラ設備向けの電子部品の販売が増加いたしましたが、中国市場低迷の

影響を受け、インバータ、サーボモータ、産業機械業界向けの電子部品の販売は減少いたしました。この結果、

当部門の売上高は420億25百万円（前年同期比2.2％減）となりました。 

［機械部門］ 

 機械部門では、リチウムイオン電池生産設備等の販売が増加いたしましたが、一般設備投資の低迷などにより

設備機器の販売は減少いたしました。この結果、当部門の売上高は43億８百万円（前年同期比14.9％減）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、成長市場である新エネルギーの分野における太陽光発電システム向けの制御機器及びリチウムイオン電

池生産設備等の販売が増加いたしましたが、中国市場減速による設備投資の減少等の影響を受け、モータ、ロボッ

ト、一般電子部品、設備機器等の販売が減少いたしました。この結果、売上高441億52百万円（前年同期比14.0％

減）、営業利益８億64百万円（前年同期比48.5％減）となりました。 

② アジア 

 アジア地域では、スマートフォン製造設備向けの電子部品の販売は増加いたしましたが、中国経済の減速による

影響から産業機械業界向けの電機品及び電子部品の販売は減少いたしました。この結果、売上高130億48百万円

（前年同期比2.7％増）、営業利益４億94百万円（前年同期比10.6％減）となりました。 

③ 欧米 

 米国景気は緩やかに回復している一方で、欧州景気は景気後退の動きが続いております。米国では、電力インフ

ラ向けの制御機器の販売や工作機械業界向けの電機品等の販売が増加いたしましたが、欧州では有機ＥＬ製造装置

向けの設備機器の販売が計画変更等により減少いたしました。この結果、売上高16億99百万円（前年同期比56.1％

増）、営業利益20百万円（前年同期比86.3％減）となりました。 

④ その他 

 外部顧客に対する売上高は11億52百万円（前年同期比17.1％減）、営業損失42百万円（前年同期は営業利益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３四半期連結会計期間末の資産合計は、421億54百万円となり前連結会計年度末に比べ３億84百万円減少し

ました。受取手形及び売掛金の減少がその主な要因であります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、289億12百万円となり前連結会計年度末に比べ10億55百万円減少し

ました。支払手形及び買掛金の減少が主な要因であります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、132億42百万円となり前連結会計年度末に比べ６億70百万円増加

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３四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

17億74百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には54億61百万円となりました。 

 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21億42百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益（15億13百

万円）、売上債権の減少（35億35百万円）等による増加がある一方で、たな卸資産の増加（11億６百万円）、仕入

債務の減少（11億41百万円）、法人税等の支払（12億23百万円）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66百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（27百万

円）、投資有価証券の取得による支出（23百万円）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３億６百万円となりました。これは主に、配当金の支払（２億56百万円）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24年10月29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３四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 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、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。 

 この変更に伴う、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,171 5,945

受取手形及び売掛金 27,094 23,557

商品及び製品 3,868 4,872

仕掛品 90 193

原材料及び貯蔵品 1 0

その他 589 674

貸倒引当金 △74 △62

流動資産合計 35,741 35,181

固定資産   

有形固定資産 3,808 3,947

無形固定資産   

その他 44 39

無形固定資産合計 44 39

投資その他の資産 2,945 2,986

固定資産合計 6,798 6,973

資産合計 42,539 42,154

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,132 20,995

短期借入金 1,726 1,752

1年内返済予定の長期借入金 1,200 1,800

未払法人税等 666 48

引当金 － 44

その他 1,189 1,597

流動負債合計 26,914 26,237

固定負債   

長期借入金 1,800 1,200

退職給付引当金 628 653

役員退職慰労引当金 558 594

その他 65 226

固定負債合計 3,053 2,675

負債合計 29,968 28,912
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,935 1,935

資本剰余金 1,341 1,341

利益剰余金 9,173 9,817

自己株式 △53 △53

株主資本合計 12,396 13,040

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 438 470

為替換算調整勘定 △301 △305

その他の包括利益累計額合計 137 165

少数株主持分 37 36

純資産合計 12,571 13,242

負債純資産合計 42,539 42,154
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 66,527 60,053

売上原価 57,790 52,323

売上総利益 8,737 7,729

販売費及び一般管理費 6,335 6,380

営業利益 2,401 1,349

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 34 39

仕入割引 67 54

受取家賃 84 85

為替差益 － 26

その他 70 75

営業外収益合計 257 282

営業外費用   

支払利息 45 41

手形売却損 5 0

売上債権売却損 39 28

為替差損 86 －

その他 8 9

営業外費用合計 185 80

経常利益 2,473 1,552

特別損失   

投資有価証券評価損 12 38

特別損失合計 12 38

税金等調整前四半期純利益 2,461 1,513

法人税等 990 615

少数株主損益調整前四半期純利益 1,471 898

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △2

四半期純利益 1,470 900
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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利益 1,471 898

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △334 32

為替換算調整勘定 △65 △4

その他の包括利益合計 △400 28

四半期包括利益 1,070 926

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,070 928

少数株主に係る四半期包括利益 0 △1
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12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 2,461 1,513

減価償却費 112 122

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △11

受取利息及び受取配当金 △36 △41

支払利息 45 41

為替差損益（△は益） △20 22

投資有価証券評価損益（△は益） 12 38

売上債権の増減額（△は増加） 239 3,535

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,349 △1,106

仕入債務の増減額（△は減少） 1,716 △1,141

その他 356 392

小計 3,525 3,364

利息及び配当金の受取額 36 41

利息の支払額 △45 △41

法人税等の支払額 △1,600 △1,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,916 2,142

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 △12 △27

投資有価証券の取得による支出 △72 △23

その他 △101 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △186 △66

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） △181 1

リース債務の返済による支出 △36 △51

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △256 △256

財務活動によるキャッシュ・フロー △474 △306

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,202 1,774

現金及び現金同等物の期首残高 3,126 3,687

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,329 5,461
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４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  

（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10百万円には、セグメント間取引消去13百万円及び棚卸資産の調整額△２百万円が

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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４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 

（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11百万円には、セグメント間取引消去13百万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。 

  

（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）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  51,345  12,702  1,088  65,136 1,390  66,527  － 66,527

セグメント間の内部
売上高又は振替高  4,064  1,094  1,313  6,472 722  7,195  △7,195  －

計  55,410  13,797  2,402  71,609 2,113  73,723  △7,195 66,527

セグメント利益  1,680  553  151  2,385 5  2,390  10 2,401

  （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  44,152  13,048  1,699  58,901 1,152  60,053  － 60,053

セグメント間の内部
売上高又は振替高  3,623  1,292  385  5,301 704  6,006  △6,006  －

計  47,776  14,341  2,084  64,202 1,856  66,059  △6,006 60,053

セグメント利益又は損

失（△） 
 864  494  20  1,380 △42  1,338  11 1,349
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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。 

  

 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３四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３四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３四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。 

  

（７）重要な後発事象

４．補足情報

セグメントの名称
当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

前年同期比（％）

その他（百万円）  473  63.8

合計（百万円）  473  63.8

セグメントの名称
当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

前年同期比（％）

日本（百万円）  40,868  87.0

アジア（百万円）  10,296    106.8

欧米（百万円）  1,088  92.8

報告セグメント計（百万円）  52,253  90.4

その他（百万円）  1,175  92.5

合計（百万円）  53,429  90.4

セグメントの名称 
受注高

（百万円） 
前年同期比（％）

受注残高 
（百万円） 

前年同期比（％）

日本    48,169    93.1    12,183    108.2

アジア  13,366    100.6    3,832    96.4

欧米  1,730    138.0    539    96.1

報告セグメント計  63,266    95.5    16,555    104.8

その他  1,152    78.9    499    156.2

合計    64,419    95.1    17,054    105.8
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④販売実績 

 当第３四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３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

至 平成24年12月31日） 
前年同期比（％）

日本（百万円）  44,152  86.0

アジア（百万円）  13,048  102.7

欧米（百万円）  1,699  156.1

報告セグメント計（百万円）  58,901  90.4

その他（百万円）  1,152  82.9

合計（百万円）  60,053  90.3
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