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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 199,334 7.9 91,145 5.2 94,244 4.7 58,162 5.1
23年3月期 184,802 35.7 86,611 55.6 89,987 51.2 55,345 46.8

（注）包括利益 24年3月期 59,219百万円 （10.4％） 23年3月期 53,641百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 1,054.50 ― 9.4 14.3 45.7
23年3月期 1,003.39 ― 9.8 15.0 46.9

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  1,573百万円 23年3月期  1,893百万円

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

24年3月期 684,670 648,433 94.7 11,756.41
23年3月期 631,064 592,554 93.9 10,743.00

（参考） 自己資本   24年3月期  648,433百万円 23年3月期  592,554百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 50,020 △45,707 △3,340 16,721
23年3月期 52,502 △63,684 △3,377 15,808

2.  配当の状況 

24年6月期（予想）につきましては、3ヵ月間の変則決算を予定しており、予想配当金15.00円は年換算で60.00円となります。 
なお、平成24年3月20日現在の株主に対し、平成24年3月21日付で、普通株式1株を1.1株に株式分割しており、実質1割の増配となっております。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 3,309 6.0 0.6
24年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 3,309 5.7 0.5
24年6月期(予想) ― ― ― 15.00 15.00 ―
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※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.11「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 55,274,474 株 23年3月期 55,274,474 株
② 期末自己株式数 24年3月期 118,768 株 23年3月期 117,228 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 55,156,327 株 23年3月期 55,158,607 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この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
は終了していません。 

※ 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の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。 
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当連結会計年度は、欧州の財政問題や中国経済の減速など世界経済全体に停滞感がありました。国内

においては東日本大震災からの持ち直しの動きがみられましたが、急激な円高などもあり、設備投資も

緩やかな増加基調にとどまりました。 

こうしたなかで、当社グループといたしましては中長期的な成長を維持する観点からも、企画開発面

での充実、営業面での強化を図ってまいりました。企画開発面では、高精細3Dプリンタ、超解像デジタ

ルマイクロスコープ、大画面無線ハンディターミナル等の新商品の開発を行い、営業面では、新たな現

地法人設立等の拠点拡充、人材の充実強化を図ってまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度における売上高は199,334百万円(前年同期比7.9％増)、営業利益は

91,145百万円(前年同期比5.2％増)、経常利益は94,244百万円(前年同期比4.7％増)、当期純利益は

58,162百万円(前年同期比5.1％増)となりました。 

  

地域ごとの業績を示すと次のとおりであります。 

① 国内 

日本では、復興関連需要等もあり、設備投資にも緩やかな回復がみられました。こうしたなか、

新商品の投入や営業体制の充実に努め、売上高は136,727百万円(前年同期比7.1％増)となりまし

た。 

② 海外 

海外では、欧州財政問題や中国経済の減速はありましたが、全体としては底堅く推移しました。

こうしたなか、新たな現地法人設立や人材の充実強化等、営業体制の強化に努め、売上高は、

62,607百万円(前年同期比9.7％増)となりました。 

  

今後の世界経済につきましては、欧州危機の先行きなど不透明感はあるものの基本的には底堅く推移

し、国内経済についても原油高や電力不足等の不安は残るものの、緩やかな回復基調が続くと思われま

す。 

当社グループといたしましては、新商品の開発と営業力の強化に一層注力してまいります。長期的に

も、グローバルな競争は更に激しくなることが予想され、製造業の合理化、省力化、品質向上、研究開

発の強化は不可欠であります。そこに当社グループの事業拡大の大きな可能性があると考えます。こう

した可能性に向けて、これまで培ってきたすべての力を結集して業績拡大に邁進する所存であります。

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ53,606百万円増加し、684,670百万円と

なりました。これは、現金及び預金が65,353百万円増加したことなどによるものであります。 

(負債) 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ2,272百万円減少し、36,237百万円となり

ました。これは、未払法人税等が3,827百万円減少したことなどによるものであります。 

(純資産) 

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ55,878百万円増加し、648,433百万

円となりました。これは、利益剰余金が54,853百万円増加したことによるものであります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末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、912百万円（5.8％）増加し、16,721百万円となりました。なお、当連結会計年度における

各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、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) 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、50,020百万円と前年同期比2,482百万

円(4.7％)の減少となりました。これは、法人税等の支払額が11,959百万円(42.8％)増加したこと

などによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少額は、45,707百万円と前年同期比17,977百万

円(28.2％)の減少となりました。これは、有価証券が43,376百万円の増加から22,288百万円の減少

に転じたことなど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) 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少額は、配当金の支払いなどにより3,340百万

円となりました。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

※ 有利子負債残高、利払い額に重要性がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレ

スト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株控除後)により算出しております。 

  なお、平成24年3月期につきましては、平成24年3月20日現在の株主に対して行われた株式分割を考

慮して算出しております。 

  

平成23年3月期決算短信(平成23年5月9日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率 94.7 93.9 94.7

時価ベースの自己資本比率 203.0 181.5 170.7

2. 経営方針
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3. 【連結財務諸表】

（1）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年3月20日)

当連結会計年度
(平成24年3月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 33,618 98,972

受取手形及び売掛金 61,110 65,912

有価証券 295,080 278,377

たな卸資産 11,177 14,040

繰延税金資産 5,382 5,780

その他 1,450 1,556

貸倒引当金 △227 △226

流動資産合計 407,592 464,413

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 18,607 18,533

減価償却累計額 △11,352 △11,434

建物及び構築物（純額） 7,255 7,099

工具、器具及び備品 16,860 18,977

減価償却累計額 △14,421 △15,818

工具、器具及び備品（純額） 2,439 3,158

土地 6,920 6,920

その他 910 1,179

減価償却累計額 △532 △603

その他（純額） 377 575

有形固定資産合計 16,992 17,753

無形固定資産

その他 661 658

無形固定資産合計 661 658

投資その他の資産

投資有価証券 188,474 183,493

金銭の信託 16,090 17,064

繰延税金資産 38 61

その他 1,216 1,224

貸倒引当金 － －

投資その他の資産合計 205,818 201,844

固定資産合計 223,472 220,257

資産合計 631,064 684,670
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年3月20日)

当連結会計年度
(平成24年3月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,748 3,962

未払費用 3,103 3,348

未払法人税等 22,751 18,923

賞与引当金 3,947 4,339

その他 4,088 3,531

流動負債合計 37,639 34,106

固定負債

その他 870 2,130

固定負債合計 870 2,130

負債合計 38,510 36,237

純資産の部

株主資本

資本金 30,637 30,637

資本剰余金 30,531 30,531

利益剰余金 537,371 592,224

自己株式 △2,299 △2,330

株主資本合計 596,241 651,062

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,057 2,383

為替換算調整勘定 △4,744 △5,013

その他の包括利益累計額合計 △3,686 △2,629

純資産合計 592,554 648,433

負債純資産合計 631,064 684,670
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(2)【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年3月21日
至 平成23年3月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

売上高 184,802 199,334

売上原価 42,856 47,542

売上総利益 141,946 151,792

販売費及び一般管理費 55,334 60,647

営業利益 86,611 91,145

営業外収益

受取利息 1,664 1,291

受取配当金 29 32

持分法による投資利益 1,893 1,573

為替差益 － 319

雑収入 675 146

営業外収益合計 4,263 3,363

営業外費用

為替差損 722 －

雑損失 165 265

営業外費用合計 887 265

経常利益 89,987 94,244

税金等調整前当期純利益 89,987 94,244

法人税、住民税及び事業税 34,926 36,159

法人税等調整額 △285 △77

法人税等合計 34,641 36,081

当期純利益 55,345 58,162
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年3月21日
至 平成23年3月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

当期純利益 － 58,162

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 1,325

為替換算調整勘定 － △135

持分法適用会社に対する持分相当額 － △132

その他の包括利益合計 ※2 － 1,057

包括利益 ※1 － 59,219

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 59,219

少数株主に係る包括利益 － －
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（3）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年3月21日
至 平成23年3月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

株主資本

資本金

前期末残高 30,637 30,637

当期末残高 30,637 30,637

資本剰余金

前期末残高 30,530 30,531

当期変動額

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 30,531 30,531

利益剰余金

前期末残高 485,335 537,371

当期変動額

剰余金の配当 △3,309 △3,309

当期純利益 55,345 58,162

当期変動額合計 52,035 54,853

当期末残高 537,371 592,224

自己株式

前期末残高 △2,230 △2,299

当期変動額

自己株式の取得 △68 △31

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △68 △31

当期末残高 △2,299 △2,330

株主資本合計

前期末残高 544,273 596,241

当期変動額

剰余金の配当 △3,309 △3,309

当期純利益 55,345 58,162

自己株式の取得 △68 △31

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 51,968 54,821

当期末残高 596,241 651,062
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年3月21日
至 平成23年3月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,599 1,057

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△541 1,326

当期変動額合計 △541 1,326

当期末残高 1,057 2,383

為替換算調整勘定

前期末残高 △3,582 △4,744

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,161 △269

当期変動額合計 △1,161 △269

当期末残高 △4,744 △5,013

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △1,982 △3,686

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,703 1,057

当期変動額合計 △1,703 1,057

当期末残高 △3,686 △2,629

純資産合計

前期末残高 542,290 592,554

当期変動額

剰余金の配当 △3,309 △3,309

当期純利益 55,345 58,162

自己株式の取得 △68 △31

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,703 1,057

当期変動額合計 50,264 55,878

当期末残高 592,554 648,433
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年3月21日
至 平成23年3月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 89,987 94,244

減価償却費 2,228 2,925

信託運用損益（△は益） △488 50

受取利息及び受取配当金 △1,693 △1,324

為替差損益（△は益） 328 △77

持分法による投資損益（△は益） △1,893 △1,573

売上債権の増減額（△は増加） △10,702 △4,812

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,083 △2,848

仕入債務の増減額（△は減少） 222 214

賞与引当金の増減額（△は減少） △938 390

その他 2,528 △418

小計 78,495 86,770

利息及び配当金の受取額 1,956 3,158

法人税等の支払額 △27,949 △39,908

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,502 50,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △17,810 △64,439

有価証券の増減額（△は増加） △43,376 22,288

有形固定資産の取得による支出 △2,507 △3,544

その他 9 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,684 △45,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加） △67 △31

配当金の支払額 △3,309 △3,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,377 △3,340

現金及び現金同等物に係る換算差額 △571 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,131 912

現金及び現金同等物の期首残高 30,940 15,808

現金及び現金同等物の期末残高 15,808 16,721
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該当事項はありません。 

  

会計方針の変更 

 
  

 当連結会計年度 (自 平成23年3月21日 至 平成24年3月20日) 
  

※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

   親会社株主に係る包括利益       53,641百万円 

   少数株主に係る包括利益          ― 
      ――――――――――――――――――――――――――       

   計                  53,641 

  

※2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

   その他有価証券評価差額金        △541百万円 

   為替換算調整勘定           △910 

   持分法適用会社に対する持分相当額   △251     
   ――――――――――――――――――――――――――    
   計                 △1,703 
  
 (追加情報) 

当連結会計年度より「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30

日)を適用しております。「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前

連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載してお

ります。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度 
(自 平成22年3月21日 
 至 平成23年3月20日)

当連結会計年度 
(自 平成23年3月21日 
 至 平成24年3月20日)

――――― 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計
基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会
計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用して
おります。

――――― 当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」
(企業会計基準第16号 平成20年3月10日)及び「持分法
適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務
対応報告第24号 平成20年3月10日)を適用しておりま
す。

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結包括利益計算書関係)
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 当連結会計年度 (自 平成23年3月21日 至 平成24年3月20日) 
  

当社グループは、電子応用機器の製造・販売を中心に事業活動を展開する単一セグメントである

ため、記載を省略しております。 
  
 (追加情報) 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。 
  
 (関連情報) 

当連結会計年度 (自 平成23年3月21日 至 平成24年3月20日) 
  
 地域ごとの売上高 

 
  

 
(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

 該当事項はありません。 

(セグメント情報)

国内
(百万円)

海外
(百万円)

合計 
(百万円)

136,727 62,607 199,334

(1株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成22年3月21日
至 平成23年3月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

1株当たり純資産額 10,743円00銭 11,756円41銭

1株当たり当期純利益金額 1,003円39銭 1,054円50銭

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

同左

項目
前連結会計年度

(自 平成22年3月21日
至 平成23年3月20日)

当連結会計年度
(自 平成23年3月21日
至 平成24年3月20日)

1株当たり当期純利益金額

 当期純利益(百万円) 55,345 58,162

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 55,345 58,162

 普通株式の期中平均株式数(株) 55,158,607 55,156,327

(重要な後発事象)
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①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

1．新任取締役候補 

     取締役     小西 政行   (現 センサ事業部長) 

     取締役     出野 朋英   (現 株式会社ジャストシステム取締役) 

  

  2．退任予定取締役 

     取締役     大岸 裕次 

  

  3．新任監査役候補 

     社外監査役   小河 耕一   (現 みずほスタッフ株式会社常務取締役) 

  

  4．退任予定監査役 

      社外監査役  北村 富治 

4. その他

    役員の異動(平成24年6月13日付予定)
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