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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 18,872 36.4 1,697 ― 1,734 ― 922 ―

24年3月期第2四半期 13,834 △17.6 46 △95.7 19 △98.0 △242 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 874百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △219百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 27.64 ―

24年3月期第2四半期 △7.27 ―

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 44,083 16,935 33.7 445.96
24年3月期 37,842 16,374 37.7 427.22

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  14,874百万円 24年3月期  14,250百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
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  ：  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 35,000 21.7 2,100 268.8 2,100 184.7 1,200 620.6 35.97



(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当たっての注意事項等については、添付資料２
ページ「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

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 33,499,931 株 24年3月期 33,499,931 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 146,895 株 24年3月期 143,325 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 33,355,359 株 24年3月期2Q 33,358,815 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，東日本大震災からの復興需要により回復傾向は見られたもの

の，欧州、中国を中心とした世界経済の減速、円高の長期化等により、依然として先行き不透明な状況で推移いた

しました。 

このような中、当第２四半期連結累計期間の売上は前年同四半期比で増収となり、売上高は188億7千2百万円

（前年同四半期比36.4%増）となりました。 

利益面におきましては、営業利益16億9千7百万円（前年同四半期は4千6百万円の営業利益）、経常利益17億3千4

百万円（前年同四半期は1千9百万円の経常利益）、四半期純利益は9億2千2百万円（前年同四半期は2億4千2百万円

の四半期純損失）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。  

  

［エレクトロニクス事業］ 

 エレクトロニクス事業の売上高は前年同四半期比11.2％増の62億7千4百万円（総売上高の33.3％）となりまし

た。製品別の内訳は電源機器で、スマートフォン等の需要増により、液晶製造装置向け等の高電圧電源及び携帯

基地局用の通信用電源が伸張し、売上高は前年同四半期比19.0％増の43億6千8百万円（総売上高の23.2％）とな

りました。 

 半導体デバイスは、ソーラー関連向けモジュールの販売が増加、環境対応車向けパワーデバイスも堅調に推移

しましたが、産業機器向けデバイスの販売低迷が続き、売上高は前年同四半期比3.6%減の19億9百万円（総売上

高の10.1％）となりました。 

  

［メカトロニクス事業］ 

 メカトロニクス事業の売上高は前年同四半期比117.3％増の70億3千2百万円（総売上高の37.2％）となりまし

た。 

 製品別の内訳は精密機構部品で、複写機・プリンター関連とATMなどの金融機器関連向け製品が堅調に推移し

たものの、半導体設備関連の需要が減少し、売上高は前年同四半期比2.1％減の17億5千9百万円（総売上高の

9.3%）となりました。 

 システム機器は、接合関連が自動車業界向けの伸長により計画通りに推移し、さらに前期から受注が入ってい

たMDBが売上に寄与し始めた結果、売上高は前年同四半期比266.6％増の52億7千2百万円（総売上高の27.9％）と

なりました。 

  

［ケミトロニクス事業］ 

ケミトロニクス事業の売上高は前年同四半期比12.3％増の55億5千6百万円（総売上高の29.5％）となりました。

パソコン・携帯電話などの情報家電分野は厳しい状況が続いており、特に携帯電話関係はスマートフォンへの移

行による塗装減の影響から低調でありましたが、国内・海外ともに自動車関係は堅調に推移しました。 

  

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 第２四半期連結会計期間末の総資産は、440億8千3百万円となり、前連結会計年度末より62億4千万円増加いたし

ました。これは主に、現金及び預金が31億2千1百万円と仕掛品が22億6千4百万円増加したことなどによるものであ

ります。 

 負債合計は、271億4千7百万円となり、前連結会計年度末より56億7千9百万円増加いたしました。これは主に支

払手形及び買掛金が28億3千6百万円、短期借入金が10億円増加したことなど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 

今後の連結業績予想につきましては、平成24年5月14日に発表した平成25年3月期の連結業績予想の数値を変更して

おりません。 

 なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。  

   

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 

（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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損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 3,990 7,112 

受取手形及び売掛金 10,855 12,316 

商品及び製品 1,373 1,468 

仕掛品 5,789 8,053 

原材料及び貯蔵品 2,012 1,858 

繰延税金資産 303 343 

その他 386 344 

貸倒引当金 △75 △76 

流動資産合計 24,636 31,420 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,871 2,768 

機械装置及び運搬具（純額） 1,096 970 

土地 4,429 4,429 

その他（純額） 437 522 

有形固定資産合計 8,836 8,690 

無形固定資産   

のれん 252 222 

その他 923 915 

無形固定資産合計 1,176 1,138 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,622 2,264 

繰延税金資産 210 219 

その他 424 405 

貸倒引当金 △64 △55 

投資その他の資産合計 3,193 2,834 

固定資産合計 13,205 12,663 

資産合計 37,842 44,083 
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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   

支払手形及び買掛金 8,829 11,665 

短期借入金 3,503 4,503 

1年内返済予定の長期借入金 600 550 

未払法人税等 77 227 

賞与引当金 530 571 

役員賞与引当金 8 － 

その他 1,787 3,898 

流動負債合計 15,337 21,416 

固定負債   

長期借入金 250 － 

繰延税金負債 93 88 

退職給付引当金 5,589 5,488 

負ののれん 32 16 

その他 165 138 

固定負債合計 6,131 5,730 

負債合計 21,468 27,147 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,103 6,103 

資本剰余金 3,455 3,455 

利益剰余金 4,939 5,758 

自己株式 △81 △82 

株主資本合計 14,416 15,235 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 436 199 

為替換算調整勘定 △602 △560 

その他の包括利益累計額合計 △165 △360 

少数株主持分 2,123 2,061 

純資産合計 16,374 16,935 

負債純資産合計 37,842 44,083 
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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 13,834 18,872 

売上原価 11,000 14,218 

売上総利益 2,833 4,654 

販売費及び一般管理費 2,786 2,956 

営業利益 46 1,697 

営業外収益   

受取利息 24 23 

受取配当金 34 30 

受取ロイヤリティー 29 34 

負ののれん償却額 16 16 

持分法による投資利益 10 10 

その他 41 48 

営業外収益合計 156 163 

営業外費用   

支払利息 26 23 

為替差損 80 44 

その他 76 58 

営業外費用合計 182 126 

経常利益 19 1,734 

特別利益   

固定資産売却益 4 1 

特別利益合計 4 1 

特別損失   

固定資産除却損 9 2 

固定資産売却損 0 0 

投資有価証券評価損 － 1 

製品補償費 105 385 

特別損失合計 115 389 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△90 1,346 

法人税、住民税及び事業税 83 227 

法人税等調整額 5 75 

法人税等合計 88 303 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△179 1,043 

少数株主利益 63 121 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △242 922 
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△179 1,043 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △95 △235 

為替換算調整勘定 55 67 

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △1 

その他の包括利益合計 △40 △169 

四半期包括利益 △219 874 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △300 727 

少数株主に係る四半期包括利益 80 147 
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   該当事項はありません。 

   

   

   該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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