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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 10,079 △3.7 754 △18.4 744 △18.8 366 △41.8

24年3月期第2四半期 10,471 19.1 924 81.7 916 83.0 629 75.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 319百万円 （△48.7％） 24年3月期第2四半期 624百万円 （101.3％）

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2四半期 12.58 ―

24年3月期第2四半期 21.36 ―

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2四半期 19,826 13,979 70.2 477.50
24年3月期 19,848 13,782 69.2 471.03

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  13,913百万円 24年3月期  13,726百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 3.50

25年3月期（予想） ― 3.50 7.00

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  ：  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

通期 20,600 △3.4 1,470 △24.9 1,470 △28.4 900 △25.8 30.88



(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  

(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きの対象外であり、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き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、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は業況の変化など
により、この業績予想と異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 33,061,003 株 24年3月期 33,061,003 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,921,886 株 24年3月期 3,919,741 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 29,140,145 株 24年3月期2Q 29,481,448 株
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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わが国経済は、欧州の財政金融危機の再燃、米国の景気回復の遅れ、中

国の経済成長減速、アジア地域における経済成長の鈍化、また国内においては長引く円高傾向、株式市場低迷

など、依然として景気下押しリスクが継続し、先行き不透明感が払拭されない状況で推移いたしました。 

 この様な経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は100億７千９百万円（前

年同期比3.7％減少）となりました。損益は、営業利益７億５千４百万円（前年同期比18.4％減少）、経常利益

７億４千４百万円（前年同期比18.8％減少）、四半期純利益３億６千６百万円（前年同期比41.8％減少）とな

りました。 

 なお、前年同期比で売上高減少の中、将来のための研究開発費や受注前活動費等が増加しておりますが、営

業利益率は7.5％、経常利益率は7.4％を確保しております。  

  

事業部門別での結果は次の通りであります。 

①コンデンサ・モジュール 

空調機器分野は好調に推移し大幅に伸長いたしましたが、電鉄車両分野等が低調に推移いたしました。結

果、売上高は69億５千７百万円（前年同期比8.0％減少）となりました。 

②電力機器システム 

省エネ・電力品質改善機器等が堅調に推移し伸長いたしました。結果、売上高29億８千２百万円（前年同期

比4.2％増加）となりました。 

③情報機器システム 

主力商品である鉄道用表示装置等が堅調に推移し伸長いたしました。結果、売上高は１億４千万円（前年同

期比187.0％増加）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期における総資産は198億２千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ２千２百万円の減少とな

りました。増減の主なものは、現金及び預金の増加１億７千１百万円、受取手形及び売掛金の増加５千５百万

円、有形固定資産の減少３億１千４百万円等によるものであります。 

 負債は58億４千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億１千９百万円の減少となりました。増減の主な

ものは、買掛金の減少８千２百万円、未払法人税等の減少１億６千６百万円等であります。 

 純資産は139億７千９百万円となり、自己資本比率は70.2％と1.0ポイント上昇し、財務体質の改善が着実に進

みました。 

  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。 

 営業活動におけるキャッシュ・フローは、６億３千９百万円の収入となり、前年同期比１百万円の収入減少と

なりました。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、３億３千４百万円の支出となり、前年同期比７億７千８百万円の支

出の減少となりました。 

 財務活動におけるキャッシュ・フローは、１億３千万円の支出となり、前年同期比３億円支出の減少となりま

した。主な支出の要因は、配当金の支払い等によるものです。 

 これらの結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は28億４千２百万円となり、前連結会計年度末に

比べ１億７千１百万円の増加、前年同期比３億４千２百万円の増加となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期の業績は売上高・営業利益・経常利益は業績予想を上回りましたが、第３四半期以降は、当初

景気回復・需要増加を見込んでおりましたが、現段階では、足もとの景気動向は下振れする懸念を払拭できな

い状況が継続しております。  

 このような状況を踏まえ、平成25年３月期の通期の連結業績予想につきまして、下記の通り予想を修正いた

します。  

 （単位：百万円）

  

  

（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 

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 

 当社は、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

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、これによる当第２四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。   

    

  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 

前回発表予想（A)  21,500 1,740 1,740 1,030 35.00

今回予想値（B) 20,600 1,470 1,470 900 30.88

増減額（B-A） △900 △270 △270 △130 －

増減率（％）  △4.2 △15.5 △15.5 △12.6 －

（ご参考）前期実績 21,323 1,957 2,052 1,212 41.20

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,670,966 2,842,070

受取手形及び売掛金 4,363,243 4,418,511

商品及び製品 301,556 307,926

仕掛品 401,541 418,318

原材料及び貯蔵品 368,120 345,027

繰延税金資産 280,647 230,132

その他 43,419 60,664

貸倒引当金 △870 △440

流動資産合計 8,428,624 8,622,210

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,100,518 3,022,594

機械装置及び運搬具（純額） 2,236,183 2,095,813

土地 4,385,247 4,346,095

リース資産（純額） 12,573 12,924

建設仮勘定 202,876 160,874

その他（純額） 269,693 254,451

有形固定資産合計 10,207,094 9,892,754

無形固定資産   

リース資産 1,586 1,085

その他 52,007 48,223

無形固定資産合計 53,593 49,309

投資その他の資産   

投資有価証券 639,959 736,976

長期貸付金 1,130 575

繰延税金資産 450,827 457,349

その他 71,347 71,343

貸倒引当金 △4,500 △4,500

投資その他の資産合計 1,158,765 1,261,744

固定資産合計 11,419,453 11,203,808

資産合計 19,848,078 19,826,019
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 856,328 774,120

短期借入金 906,753 903,458

リース債務 8,607 9,022

未払法人税等 469,096 302,951

未払費用 1,043,356 989,649

賞与引当金 396,677 380,296

役員賞与引当金 72,000 36,000

その他 170,762 335,125

流動負債合計 3,923,583 3,730,624

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 1,204,782 1,191,590

リース債務 5,552 4,988

退職給付引当金 876,766 863,885

その他 55,200 55,200

固定負債合計 2,142,302 2,115,664

負債合計 6,065,886 5,846,288

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 3,308,285 3,308,285

利益剰余金 6,367,034 6,640,852

自己株式 △1,226,856 △1,227,597

株主資本合計 13,450,209 13,723,286

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 127,047 60,749

土地再評価差額金 1,021,467 997,602

為替換算調整勘定 △872,171 △867,725

その他の包括利益累計額合計 276,344 190,626

少数株主持分 55,638 65,817

純資産合計 13,782,192 13,979,730

負債純資産合計 19,848,078 19,826,019
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,471,744 10,079,860

売上原価 7,348,980 7,043,495

売上総利益 3,122,763 3,036,364

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 475,413 482,859

賞与引当金繰入額 99,679 85,908

役員賞与引当金繰入額 36,000 36,000

退職給付費用 27,416 23,245

運搬費 185,641 174,216

その他 1,373,746 1,479,494

販売費及び一般管理費合計 2,197,897 2,281,724

営業利益 924,866 754,639

営業外収益   

受取利息 288 214

受取配当金 5,742 5,959

固定資産賃貸料 24,312 22,753

スクラップ売却代 41,953 42,567

保険収入 － 29,124

その他 16,932 20,699

営業外収益合計 89,229 121,319

営業外費用   

支払利息 5,886 2,765

債権売却損 29,567 25,250

為替差損 45,623 29,392

寄付金 － 39,199

その他 16,356 34,585

営業外費用合計 97,435 131,193

経常利益 916,661 744,765

特別利益   

固定資産売却益 51,904 －

特別利益合計 51,904 －

特別損失   

減損損失 16,551 －

特別損失合計 16,551 －

税金等調整前四半期純利益 952,014 744,765

法人税、住民税及び事業税 310,211 296,745

法人税等調整額 5,566 63,138

法人税等合計 315,778 359,883

少数株主損益調整前四半期純利益 636,236 384,882

少数株主利益 6,432 18,364

四半期純利益 629,803 366,517
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 636,236 384,882

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,750 △66,297

為替換算調整勘定 △15,981 1,376

その他の包括利益合計 △12,230 △64,921

四半期包括利益 624,005 319,961

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 621,234 304,664

少数株主に係る四半期包括利益 2,770 15,296
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 952,014 744,765

減価償却費 515,081 554,065

減損損失 16,551 －

のれん償却額 2,067 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △520 △430

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,134 △12,880

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,799 △16,131

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36,000 △36,000

受取利息及び受取配当金 △6,031 △6,174

支払利息 5,886 2,765

有形固定資産売却損益（△は益） △51,904 －

売上債権の増減額（△は増加） △57,942 △62,847

たな卸資産の増減額（△は増加） △130,859 80

仕入債務の増減額（△は減少） △98,705 △149,967

その他 △30,535 56,602

小計 1,051,767 1,073,847

利息及び配当金の受取額 6,031 6,174

利息の支払額 △5,886 △2,765

法人税等の支払額 △411,311 △437,939

営業活動によるキャッシュ・フロー 640,600 639,317

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △778 △201,426

投資有価証券の売却による収入 141 －

有形固定資産の取得による支出 △1,152,774 △267,698

有形固定資産の売却による収入 56,818 54,102

無形固定資産の取得による支出 △19,883 △1,990

収用補償金の受取による収入 － 81,656

その他 3,519 509

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,112,957 △334,847

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） 968,305 △3,431

長期借入金の返済による支出 △1,200,000 －

自己株式の取得による支出 △845 △741

配当金の支払額 △191,638 △116,565

少数株主への配当金の支払額 △2,029 △5,116

その他 △4,303 △4,522

財務活動によるキャッシュ・フロー △430,512 △130,377

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,259 △2,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △909,128 171,103

現金及び現金同等物の期首残高 3,408,819 2,670,966

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,499,690 2,842,070
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当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）   

 該当事項はありません。 

  

Ｉ 前第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．セグメント利益の調整額の内容は以下の通りであります。 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（注）２．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：千円）

  

報告セグメント  
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

コンデンサ・
モジュール 

電力機器
システム 

情報機器シ
ステム  

合計  

売上高             

外部顧客への売上高  7,559,806  2,863,103  48,834  10,471,744  －  10,471,744

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 10,957  －  －  10,957  △10,957  －

計  7,570,763  2,863,103  48,834  10,482,701  △10,957  10,471,744

セグメント利益  959,624  875,910  5,102  1,840,637  △915,770  924,866

  （単位：千円）

  金額

全社費用（注）  △915,770

合計  △915,770
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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．セグメント利益の調整額の内容は以下の通りであります。 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（注）２．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。 

  

  

  

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。  

  （単位：千円）

  

報告セグメント  
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

コンデンサ・
モジュール 

電力機器
システム 

情報機器シ
ステム  

合計  

売上高             

外部顧客への売上高  6,957,306  2,982,397  140,155  10,079,860  －  10,079,860

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,643  －  －  3,643  △3,643  －

計  6,960,950  2,982,397  140,155  1,083,503  △3,643  10,079,860

セグメント利益  778,707  885,286  13,888  1,677,882  △923,242  754,639

  （単位：千円）

  金額

全社費用（注）  △923,242

合計  △923,242

（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
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