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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 18,937 △12.3 255 △68.1 314 △60.5 158 △66.2

24年3月期第1四半期 21,605 12.6 800 91.8 797 86.3 467 96.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 150百万円 （△66.6％） 24年3月期第1四半期 449百万円 （672.9％）

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1四半期 12.35 ―

24年3月期第1四半期 36.52 ―

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1四半期 40,776 12,593 30.8 980.42
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1四半期  12,557百万円 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 ―

25年3月期（予想） 10.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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) 41,600 △9.7 980 △46.9 1,100 △38.6 600 △45.8 46.85
通期 92,500 3.1 2,950 △10.3 3,150 △7.4 1,800 △8.9 140.54



(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 

（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．サマリー情報
（注記事項）に関する事項 (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。 

(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1Q 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1Q 80,092 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1Q 12,807,921 株 24年3月期1Q 12,808,408 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、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 

 

第２四半期（累計） 

通  期 

百万円 

33,800 

75,800 

% 

△12.0 

2.2 

百万円

680 

2,150 

%

△49.1

△12.0

百万円

,790 

2,450 

%

△40.1

△8.1

百万円 

,420 

1,350 

%

△42.2

△7.1

円 銭

32.79

105.40

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

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１四半期連結累計期間における日本経済は、個人消費の増加や設備投資の緩やかな持ち直しなどに加えて、

復興関連の内需が堅調に推移したことから、景気は回復傾向で推移いたしました。しかしながら、欧州金融危機等

の影響による海外景気の下振れリスクや円高の進行が企業収益を下押しする懸念もあり、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、世界的な景気

減速懸念の高まりにより、半導体関連業界、産業機械業界の生産ペースが減少傾向で推移しており、市場は未だ厳

しい状況にあります。 

 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１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は189億37百万

円（前年同期比12.3％減）、営業利益２億55百万円（前年同期比68.1％減）、経常利益３億14百万円（前年同期比

60.5％減）、四半期純利益１億58百万円（前年同期比66.2％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、有機ＥＬ生産設備の需要が減少したことから、好調だった前期に比べて有機ＥＬ製造装置向け

の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の販売が減少いたしました。一方で、新エネ

ルギー関連の需要は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増加いたしました

が、当部門の売上高は41億78百万円（前年同期比30.7％減）となりました。 

［電子部門］ 

 電子部門では、中国を中心としたアジア地域の販売は増加いたしましたが、国内は部品実装機、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。この結果、当部門の売上高は136億58百万円（前年同

期比3.0％減）となりました。 

［機械部門］ 

 機械部門では、一般設備投資の低迷などにより設備機器の販売が大幅に減少いたしました。その為、当部門の

売上高は11億円（前年同期比26.6％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、設備投資の全般的な抑制等の影響を受け、ロボット及び設備機器等の販売が大幅に減少いたしました。

また、半導体関連業界、工作機械業界向けのモータ、電子部品等の販売も減少いたしました。この結果、売上高

140億78百万円（前年同期比16.6％減）、営業利益１億93百万円（前年同期比69.7％減）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の拡大テンポは緩やかになりました。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機品及び電子部品の販売は増加いたしましたが、工

作機械業界向けのサーボモータ等の電機品の販売は減少いたしました。この結果、売上高38億31百万円（前年同期

比3.9％減）、営業利益85百万円（前年同期比46.9％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、欧州景気は低調に推移しております。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５億70百万円（前年同期比103.1％増）、

営業損失０百万円（前年同期は営業利益29百万円）となりました。 

④ その他 

 外部顧客に対する売上高は４億56百万円（前年同期比0.9％減）、営業損失26百万円（前年同期は営業損失11百

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１四半期連結会計期間末の資産合計は、407億76百万円となり前連結会計年度末に比べ17億63百万円減少し

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１四半期連結会計期間末の負債合計は、281億82百万円となり前連結会計年度末に比べ17億85百万円減少し

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１四半期連結会計期間末の純資産合計は、125億93百万円となり前連結会計年度末に比べ22百万円増加しま

した。 

  

（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

３億55百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には33億31百万円となりました。 

 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あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は２億81百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加（６億13百万円）、

仕入債務の減少（17億77百万円）、法人税等の支払（５億90百万円）等による減少がある一方で、税金等調整前四

半期純利益（２億61百万円）、売上債権の減少（22億93百万円）等により一部増加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３百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出（６百万

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１億39百万円となりました。これは主に、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 

 今後の国内経済の見通しは、復興需要を背景に一部に回復傾向がみられるものの、欧州金融危機等の影響による

海外経済の下振れリスクにより依然厳しい経営環境が予想されます。当社業績もその影響を避けられず、当初計画

を下回る水準で推移していることから、平成24年５月８日発表の連結及び個別の第２四半期累計期間及び通期業績

予想を修正いたしました。 

  

（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１四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、当第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１四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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,171 3,815

受取手形及び売掛金 27,094 25,017

商品及び製品 3,868 4,520

仕掛品 90 151

原材料及び貯蔵品 1 0

その他 589 596

貸倒引当金 △74 △68

流動資産合計 35,741 34,033

固定資産   

有形固定資産 3,808 3,981

無形固定資産   

その他 44 40

無形固定資産合計 44 40

投資その他の資産 2,945 2,721

固定資産合計 6,798 6,742

資産合計 42,539 40,776

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,132 20,574

短期借入金 1,726 1,722

1年内返済予定の長期借入金 1,200 1,200

未払法人税等 666 179

引当金 － 14

その他 1,189 1,280

流動負債合計 26,914 24,970

固定負債   

長期借入金 1,800 1,800

退職給付引当金 628 635

役員退職慰労引当金 558 570

その他 65 206

固定負債合計 3,053 3,212

負債合計 29,968 28,182
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 9,203

自己株式 △53 △53

株主資本合計 12,396 12,426

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 438 286

為替換算調整勘定 △301 △155

その他の包括利益累計額合計 137 130

少数株主持分 37 36

純資産合計 12,571 12,593

負債純資産合計 42,539 40,776
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 21,605 18,937

売上原価 18,719 16,548

売上総利益 2,885 2,388

販売費及び一般管理費 2,084 2,133

営業利益 800 255

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 16 19

仕入割引 23 18

受取家賃 28 28

その他 23 31

営業外収益合計 93 99

営業外費用   

支払利息 16 13

手形売却損 3 －

売上債権売却損 13 11

為替差損 61 13

その他 1 1

営業外費用合計 96 40

経常利益 797 314

特別損失   

投資有価証券評価損 － 53

特別損失合計 － 53

税金等調整前四半期純利益 797 261

法人税等 329 104

少数株主損益調整前四半期純利益 467 156

少数株主損失（△） △0 △1

四半期純利益 467 158
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 467 156

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71 △152

為替換算調整勘定 53 145

その他の包括利益合計 △17 △6

四半期包括利益 449 150

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 449 151

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１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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 797 261

減価償却費 37 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △5

受取利息及び受取配当金 △16 △20

支払利息 16 13

為替差損益（△は益） △19 △17

投資有価証券評価損益（△は益） － 53

売上債権の増減額（△は増加） 1,364 2,293

たな卸資産の増減額（△は増加） △990 △613

仕入債務の増減額（△は減少） △204 △1,777

その他 458 71

小計 1,440 302

利息及び配当金の受取額 16 20

利息の支払額 △15 △13

法人税等の支払額 △1,079 △590

営業活動によるキャッシュ・フロー 362 △281

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 △4 △3

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

その他 △2 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △12 △3

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） △64 △0

リース債務の返済による支出 △12 △10

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 △205 △139

現金及び現金同等物に係る換算差額 41 68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186 △355

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 3,313 3,331
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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１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６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△16百万円には、セグメント間取引消去４百万円及び棚卸資産の調

整額△21百万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１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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２百万円には、セグメント間取引消去４百万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  16,876  3,986  281  21,144 460  21,605  － 21,605

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,257  328  473  2,059 200  2,260  △2,260  －

計  18,134  4,315  754  23,203 661  23,865  △2,260 21,605

セグメント利益又は損

失（△） 
 637  161  29  828 △11  817  △16 800

  （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  14,078  3,831  570  18,480 456  18,937  － 18,937

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,133  617  47  1,798 211  2,009  △2,009  －

計  15,211  4,448  618  20,278 668  20,946  △2,009 18,937

セグメント利益又は損

失（△） 
 193  85  △0  278 △26  252  2 255
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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１四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１四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１四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１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

前年同四半期比（％）

その他（百万円）  202  137.1

合計（百万円）  202  137.1

セグメントの名称
当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

前年同四半期比（％）

日本（百万円）  13,190  83.4

アジア（百万円）  3,304    109.3

欧米（百万円）  281  61.3

報告セグメント計（百万円）  16,776  86.9

その他（百万円）  484  105.7

合計（百万円）  17,260  87.4

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    15,367    84.2    9,455    77.2

アジア  3,971    85.4    3,655    90.2

欧米  821    357.8    758    220.2

報告セグメント計  20,161    87.2    13,869    83.3

その他  403    70.2    446    122.8

合計    20,564    86.8    14,316    84.2
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④販売実績 

 当第１四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１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

至 平成24年６月30日） 
前年同四半期比（％）

日本（百万円）  14,078  83.4

アジア（百万円）  3,831  96.1

欧米（百万円）  570  203.1

報告セグメント計（百万円）  18,480  87.4

その他（百万円）  456  99.1

合計（百万円）  18,937  87.7
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