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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3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 ％

23年9月期第2四半期 2,411 31.2 464 778.6 480 584.4 286 ―

22年9月期第2四半期 1,838 △4.6 52 ― 70 ― 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

23年9月期第2四半期 57.36 ―

22年9月期第2四半期 1.01 ―

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

23年9月期第2四半期 8,300 4,908 59.1 980.81
22年9月期 7,977 4,693 58.8 938.96

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  4,902百万円 22年9月期  4,693百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

23年9月期 ― 0.00

23年9月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 4,842 28.2 640 199.7 662 170.6 486 573.6 97.23



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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あたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期2Q 5,377,500株 22年9月期  5,377,500株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  378,800株 22年9月期  378,800株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 4,998,700株 22年9月期2Q 5,199,075株
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

(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日本経済は、輸出が持ち直すとともに、エコカー補助金の終了に伴う新車販売の

落ち込みにも歯止めがかかってきていることから、昨年秋口に掛けての生産調整が一巡し、持ち直しの動きに転じていく

兆しが見えてきているところでありましたが、今回の東日本大震災は日本経済に甚大な被害を及ぼしております。 

景気回復に向けた動きが遅滞することは不可避で、とりわけ電力供給の復旧に時間を要する場合、経済活動の停滞が

長期かつ被災地のみならず広範囲に影響が及ぶ懸念が考えられます。 

このような環境の中、当社グループにおきましては、前期に引き続き中国市場をはじめとした海外への積極的展開等を

行いました。なお、急速な発展を遂げ今後も更なる成長が見込まれる中国市場における販売拡大及び顧客サービスの

質・量・スピードの向上等を目的として、中国に販売拠点となる子会社「ユニパルス貿易（無錫）有限公司」を設立し、平成

23 年 1 月 1 日より営業を開始しております。 

さらにより一層の経営効率の改善及び経費削減を図るため、当社横浜事業所を平成 22 年 10 月 18 日に神奈川県横浜

市中区に移転いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 2,411 百万円（前年同期比 31.2％増）、営業利益は 464 百万円

（前年同期比 778.6％増）、経常利益は 480 百万円（前年同期比 584.4％増）、四半期純利益は 286 百万円（前年同期は

四半期純利益 5 百万円）となりました。 

 

電子機器製造事業 

 前期に引き続き中国市場等をはじめとした海外への積極的展開等によりウェイング・FA（ファクトリーオートメーション）計

測機器等の高採算製品が堅調に推移し、またロジスティクス分野に大口の売上げがあり採算も改善した結果、当第２四半

期連結累計期間の売上高は 2,068 百万円（前年同期比 34.9％増）、営業利益は 445 百万円（前年同期比 453.3％増）と

なりました。 

 

電設事業 

新規顧客の開拓、小口工事への積極的な営業展開、固定費の削減及び原価低減等に努めた結果、当第２四半期連

結累計期間の売上高は 343 百万円（前年同期比 12.4％増）、営業利益は 16 百万円（前年同期は営業損失 30 百万円）

となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

流動資産は、前連結会計年度末より 362 百万円増加し、6,105 百万円となりました。これは主に、現金及び預金が 86 百

万円減少したものの、受取手形及び売掛金が 303 百万円、商品及び製品 38 百万円、仕掛品が 16 百万円、原材料及び

貯蔵品が 59 百万円、完成工事未収入金が 20 百万円増加したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末より39百万円減少し、2,194百万円となりました。これは主に、有形固定資産及び無形

固定資産の減価償却等によるものであります。 

流動負債は、前連結会計年度末より 381 百万円増加し、1,772 百万円となりました。これは主に、1 年内償還予定の社

債が 70 百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が 279 百万円、工事未払金が 23 百万円、未払法人税等が 154 百

万円増加したこと等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末より 274 百万円減少し、1,618 百万円となりました。これは主に、長期借入金が 243 百

万円、社債が 20 百万円減少したこと等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末より215百万円増加し、4,908百万円となりました。これは主に、配当金の支払いがあった

ものの四半期純利益により利益剰余金が 211 百万円増加したことと、新株予約権が 5 百万円増加したこと等によるもので

あります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年 11 月 22 日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

なお、今回の東北地方太平洋沖地震の影響につきましては、当社グループにおいて直接的な被害は軽微でしたが、

今回の震災により、原材料等資材の調達の側面をはじめ生産効率の低下が懸念される等、下期の経営環境については、

不確定な要素を多く含んでおります。 

そのため当第２四半期累計期間における業績は上記のとおり計画を上回って推移いたしましたが、平成 23 年９月期通

期業績については、前回発表予想を据え置いております。 

今後の状況推移を見据えた上、修正等の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。 
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２． その他の情報 
(1)  重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

なお、ユニパルス貿易(無錫)有限公司は、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

ユニパルス貿易(無錫)有限公司の決算日は 12 月 31 日であります。 

第２四半期連結財務諸表の作成にあたっては、12 月 31 日現在の財務諸表を使用し、第２四半期連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 

(2)  簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 

(3)  会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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。 

これにより営業利益及び経常利益はそれぞれ 1,500 千円、税金等調整前四半期純利益は 4,589 千円減少しており

ます。 

②表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 21 年 3 月 24 日 内閣府令第 5 号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,579,727 3,665,857

受取手形及び売掛金 1,315,610 1,012,590

完成工事未収入金 37,667 16,956

有価証券 5,031 5,029

商品及び製品 118,046 79,894

仕掛品 506,806 490,172

原材料及び貯蔵品 376,402 317,389

未成工事支出金 35,407 37,925

繰延税金資産 113,484 95,045

その他 18,422 28,333

貸倒引当金 △1,174 △6,469

流動資産合計 6,105,432 5,742,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 572,280 587,405

土地 920,996 920,996

その他（純額） 152,148 153,823

有形固定資産合計 1,645,424 1,662,225

無形固定資産   

のれん 1,865 15,436

その他 18,570 22,648

無形固定資産合計 20,435 38,085

投資その他の資産   

投資有価証券 13,468 15,889

繰延税金資産 20,025 18,270

投資不動産（純額） 197,258 198,677

その他 304,692 307,809

貸倒引当金 △6,572 △6,575

投資その他の資産合計 528,872 534,071

固定資産合計 2,194,732 2,234,381

資産合計 8,300,164 7,977,106
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 860,791 581,631

工事未払金 48,421 24,710

1年内償還予定の社債 40,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 487,370 488,440

未払法人税等 201,479 47,387

移転損失引当金 － 9,571

その他 134,798 129,222

流動負債合計 1,772,860 1,390,961

固定負債   

社債 180,000 200,000

長期借入金 1,006,550 1,249,700

退職給付引当金 37,999 38,371

役員退職慰労引当金 15,750 13,650

負ののれん 69,811 82,418

長期未払金 295,543 295,543

その他 12,870 12,902

固定負債合計 1,618,524 1,892,586

負債合計 3,391,385 3,283,548

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,733,612 1,733,612

資本剰余金 1,733,505 1,733,505

利益剰余金 1,630,435 1,418,671

自己株式 △187,057 △187,057

株主資本合計 4,910,494 4,698,730

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,193 △5,172

為替換算調整勘定 486 －

評価・換算差額等合計 △7,706 △5,172

新株予約権 5,991 －

純資産合計 4,908,779 4,693,558

負債純資産合計 8,300,164 7,977,106
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(2) 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21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,838,819 2,411,832

売上原価 1,047,994 1,214,944

売上総利益 790,825 1,196,887

販売費及び一般管理費 737,909 731,982

営業利益 52,916 464,905

営業外収益   

受取利息 3,559 4,941

受取配当金 4 2

負ののれん償却額 12,607 12,607

不動産賃貸料 17,239 12,863

その他 6,867 2,986

営業外収益合計 40,278 33,401

営業外費用   

支払利息 17,665 13,909

不動産賃貸費用 3,769 2,603

その他 1,568 1,417

営業外費用合計 23,003 17,930

経常利益 70,191 480,377

特別利益   

固定資産売却益 269 40

貸倒引当金戻入額 － 5,298

新株予約権戻入益 1,330 －

移転損失引当金戻入益 － 205

特別利益合計 1,599 5,545

特別損失   

固定資産除却損 107 196

投資有価証券売却損 50 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,089

移転損失引当金繰入額 45,384 －

特別損失合計 45,541 3,286

税金等調整前四半期純利益 26,248 482,636

法人税、住民税及び事業税 5,402 216,085

法人税等調整額 15,572 △20,193

法人税等合計 20,974 195,891

少数株主損益調整前四半期純利益 － 286,744

四半期純利益 5,274 286,744
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 (3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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