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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 15,676 2.0 1,480 14.4 1,770 33.9 1,174 78.5
25年3月期第3四半期 15,364 △2.2 1,294 △3.2 1,322 △4.9 657 △22.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,483百万円 （110.0％） 25年3月期第3四半期 706百万円 （△25.5％）

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

26年3月期第3四半期 40.31 ―
25年3月期第3四半期 22.58 ―

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

26年3月期第3四半期 21,833 16,136 73.3 549.39
25年3月期 21,261 14,903 69.6 507.68
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 16,001百万円 25年3月期 14,792百万円

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

25年3月期 ― 3.50 ― 4.00 7.50
26年3月期 ― 4.00 ―
26年3月期（予想） 4.00 8.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 21,500 1.6 1,920 1.4 2,200 10.5 1,370 33.8 47.03



(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
財務諸表の監査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情報に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 33,061,003 株 25年3月期 33,061,003 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 3,934,798 株 25年3月期 3,924,108 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 29,131,735 株 25年3月期3Q 29,139,660 株
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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わが国経済は、円安や株価の上昇など着実に景況感の改善が見えはじ

め、穏やかに回復しつつありますが、欧州・新興国の景気動向によっては世界経済の下振れリスクなど、先行

き不透明感が拭え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３四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は156億７千６百万円（前

年同期比2.0％増加）となりました。損益は、営業利益14億８千万円（前年同期比14.4％増加）、経常利益17億

７千万円（前年同期比33.9％増加）、四半期純利益11億７千４百万円（前年同期比78.5％増加）となりまし

た。 

  

セグメント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 

自動車用コンデンサを中心に堅調に推移いたしました。結果、売上高は103億１千３百万円（前年同期比

2.4％増加）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50億７千６百万円（前年同期

比1.8％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やバス車内表示装置等が堅調に推移いたしました。結果、売上高は２億８千

６百万円（前年同期比5.9％減少）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期における総資産は218億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億７千２百万円の増加

となりました。増減の主なものは、現金及び預金の増加２億６千３百万円、繰延税金資産の減少１億９百万

円、有形固定資産の増加２億６千１百万円、投資有価証券の増加３億３百万円等によるものであります。 

 負債は56億９千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億６千万円の減少となりました。減少の主なも

のは、未払法人税等の減少２億９千８百万円、賞与引当金の減少２億円、流動負債その他の減少２億９千９百

万円等であります。 

 純資産は161億３千６百万円となり、自己資本比率は73.3％と3.7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、14億８千８百万円の収入となり、前年同期比５億３百万円の収入

増加となりました。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、９億７千３百万円の支出となり、前年同期比２億６千１百万円の

支出の増加となりました。 

 財務活動におけるキャッシュ・フローは、２億５千７百万円の支出となり、前年同期比２千２百万円の支出

の増加となりました。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３四半期末の現金及び現金同等物の残高は38億４千５百万円となり、前連結会計年度末

に比べ２億６千３百万円の増加、前年同期比11億３千１百万円の増加となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期通期の連結業績予想は、経常利益、当期利益ともに当初予想を上回る見通しであります。 

 また、業績予想の修正につきましては、平成26年１月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参

照下さい。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

該当事項はありません。   

   

   

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,581,600 3,845,250

受取手形及び売掛金 4,733,204 4,635,507

商品及び製品 315,974 337,486

仕掛品 359,905 335,932

原材料及び貯蔵品 418,795 459,674

繰延税金資産 260,433 150,845

その他 74,316 79,235

貸倒引当金 △470 △460

流動資産合計 9,743,760 9,843,471

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,211,295 3,110,890

機械装置及び運搬具（純額） 2,014,031 1,822,319

土地 4,346,314 4,269,679

リース資産（純額） 8,684 3,060

建設仮勘定 211,581 856,924

その他（純額） 230,341 220,685

有形固定資産合計 10,022,248 10,283,559

無形固定資産   

リース資産 584 －

その他 44,609 34,921

無形固定資産合計 45,194 34,921

投資その他の資産   

投資有価証券 1,100,064 1,403,316

長期貸付金 854 2,041

繰延税金資産 286,391 204,397

その他 67,154 66,056

貸倒引当金 △4,500 △4,500

投資その他の資産合計 1,449,965 1,671,311

固定資産合計 11,517,408 11,989,792

資産合計 21,261,168 21,833,264
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 812,253 878,084

短期借入金 900,000 900,000

リース債務 6,427 874

未払法人税等 477,198 178,329

未払費用 569,953 617,549

賞与引当金 418,869 218,094

役員賞与引当金 70,000 54,000

その他 557,529 257,647

流動負債合計 3,812,231 3,104,578

固定負債   

リース債務 2,841 2,186

再評価に係る繰延税金負債 1,191,590 1,165,685

退職給付引当金 847,637 789,370

長期未払費用 451,786 417,390

その他 51,479 217,704

固定負債合計 2,545,335 2,592,336

負債合計 6,357,566 5,696,915

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 7,196,400 8,184,472

自己株式 △1,228,275 △1,232,308

株主資本合計 14,278,156 15,262,194

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 298,196 497,883

土地再評価差額金 997,602 950,740

為替換算調整勘定 △781,608 △709,287

その他の包括利益累計額合計 514,190 739,336

少数株主持分 111,254 134,818

純資産合計 14,903,602 16,136,349

負債純資産合計 21,261,168 21,833,264
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 15,364,792 15,676,371

売上原価 10,636,131 10,819,173

売上総利益 4,728,661 4,857,198

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 733,102 753,946

賞与引当金繰入額 51,238 48,570

役員賞与引当金繰入額 54,000 54,000

退職給付費用 35,705 38,181

運搬費 263,906 269,890

その他 2,296,545 2,211,827

販売費及び一般管理費合計 3,434,498 3,376,416

営業利益 1,294,162 1,480,781

営業外収益   

受取利息 311 998

受取配当金 10,376 14,505

固定資産賃貸料 33,525 31,614

為替差益 26,715 67,762

スクラップ売却代 60,297 74,937

保険収入 29,124 110,119

助成金収入 9,695 65,780

その他 18,314 13,159

営業外収益合計 188,359 378,876

営業外費用   

支払利息 3,780 3,100

債権売却損 38,971 36,379

寄付金 39,199 －

支払補償費 41,374 32,100

その他 36,385 17,102

営業外費用合計 159,711 88,681

経常利益 1,322,810 1,770,976

特別利益   

収用補償金 － 116,652

特別利益合計 － 116,652

税金等調整前四半期純利益 1,322,810 1,887,628

法人税、住民税及び事業税 476,485 554,516

法人税等調整額 158,752 119,812

法人税等合計 635,237 674,328

少数株主損益調整前四半期純利益 687,572 1,213,300

少数株主利益 29,601 39,019

四半期純利益 657,971 1,174,281
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 687,572 1,213,300

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,288 199,686

為替換算調整勘定 6,849 70,889

その他の包括利益合計 19,138 270,576

四半期包括利益 706,710 1,483,876

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 674,343 1,446,288

少数株主に係る四半期包括利益 32,367 37,588
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,322,810 1,887,628

減価償却費 816,928 738,531

収用補償金 － △116,652

貸倒引当金の増減額（△は減少） △430 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,035 △58,267

賞与引当金の増減額（△は減少） △207,530 △200,724

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,000 △16,000

受取利息及び受取配当金 △10,687 △15,503

支払利息 3,780 3,100

売上債権の増減額（△は増加） △65,262 127,111

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,635 △8,408

仕入債務の増減額（△は減少） △118,025 31,354

その他 12,593 △54,530

小計 1,763,776 2,317,629

利息及び配当金の受取額 10,687 15,503

利息の支払額 △3,780 △3,100

法人税等の支払額 △785,832 △841,869

営業活動によるキャッシュ・フロー 984,851 1,488,162

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 △201,696 △1,105

有形固定資産の取得による支出 △644,309 △1,029,028

有形固定資産の売却による収入 54,102 23,187

無形固定資産の取得による支出 △1,990 －

収用補償金の受取による収入 81,656 34,996

その他 345 △1,268

投資活動によるキャッシュ・フロー △711,892 △973,220

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） △3,386 －

自己株式の取得による支出 △947 △4,033

配当金の支払額 △218,551 △233,071

少数株主への配当金の支払額 △5,116 △14,024

その他 △6,892 △6,208

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,895 △257,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,539 6,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,603 263,649

現金及び現金同等物の期首残高 2,670,966 3,581,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,713,569 3,845,250
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該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第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．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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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  10,075,603  4,984,739  304,450  15,364,792  －  15,364,792

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,571  －  －  3,571  △3,571  －

計  10,079,174  4,984,739  304,450  15,368,363  △3,571  15,364,792

セグメント利益  1,140,758  1,487,489  16,524  2,644,773  △1,350,610  1,294,162

  （単位：千円）

  金額 

全社費用（注）  △1,350,610

合計  △1,350,610
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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．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。   

   

   

  （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  10,313,963  5,076,059  286,348  15,676,371  －  15,676,371

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,744  －  －  1,744  △1,744  －

計  10,315,708  5,076,059  286,348  15,678,116  △1,744  15,676,371

セグメント利益  1,085,437  1,621,712  38,522  2,745,672  △1,264,890  1,480,781

  （単位：千円）

  金額 

全社費用（注）  △1,264,890

合計  △1,264,890

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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