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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 47,060 △15.3 1,173 1.1 1,179 14.8 649 11.3
23年3月期第2四半期 55,543 9.4 1,161 149.9 1,026 202.8 583 185.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 362百万円 （131.5％） 23年3月期第2四半期 156百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 18.83 ―

23年3月期第2四半期 16.88 ―

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月期第2四半期 58,741 32,731 55.6 947.86
23年3月期 69,830 32,667 46.7 945.73

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  32,685百万円 23年3月期  32,619百万円

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

23年3月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00
24年3月期 ― 8.50

24年3月期（予想） ― 8.50 17.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 111,500 △5.9 2,820 0.1 2,700 0.7 1,520 1.1 44.08



(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報告書の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
に基づく四半期報告書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 
 上記の予想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ます。実際の業績は、今後様々の要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、【添付資料】Ｐ．３「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

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

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2Q 34,907,025 株 23年3月期 34,907,025 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 423,681 株 23年3月期 415,935 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 34,486,655 株 23年3月期2Q 34,577,577 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の経済は、東日本大震災とその後の電力供給不足による企業生産活動の

停滞から徐々に回復傾向にありましたが、ギリシャ危機に端を発した欧米諸国の景気減速や円高、原材料価格の高騰

等、予断を許さない状況が続き不透明感が増しております。 

 当社グループが関連する業界におきましては中国をはじめとしたアジア地域の底堅い需要とサプライチェーンの復

旧により緩やかに回復が進みました。   

 このような状況下、当社グループはこれまで培ってきた技術力と営業力を駆使し、被災地の復旧・復興を 優先に

事業活動に取組むとともに、中期経営計画『ＣＩ・Ｗ-３』の２年目として基幹ビジネスの進化に努め、今後も成長

が期待出来る環境・エネルギーをキーワードにした関連分野に注力してまいりました。 

 しかしながら当第２四半期連結累計期間につきましては東日本大震災による商品供給不足等の影響により連結売上

高は47,060百万円（前年同期比15.3％減）となりました。一方、連結経常利益は付加価値の高い電力監視等、省エネ

関連ビジネスの推進により 1,179百万円（前年同期比152百万円増）、四半期連結純利益につきましては 649百万円

（前年同期比65百万円増）と減収増益となりました。 

  

セグメント別の営業の概況 
  

  

【情通・デバイス事業】 

 情報通信分野では、画像情報システムが流通業向けに堅調に推移したものの、主力の金融業向けは設備投資の停

滞により減少しました。 

 半導体・デバイス分野では、産業用パワーデバイスが省エネ需要の高まりを受けて好調に推移しました。一方ハ

ードディスクドライブ用マイコンはメーカー被災による出荷停滞と一部商品の終息により大幅に減少し、事業全体

では35.0％の減収となりました。 

   

【FAシステム事業】 

FA分野では、製造業の海外シフトによる需要減により放電・レーザー加工機の低迷が続いているものの、主力

のコントローラー、駆動制御機器が新興国における自動車関連産業や環境関連産業の需要増により好調に推移しま

した。 

また、震災による電力供給不足から電力監視システム関連機器や電源機器の需要が大きく伸長し、事業全体とし

ては15.2％の増収となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

       (単位：百万円)

    前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 

増減率 

    増減額 

情通・デバイス事業  
売 上 高  20,265  13,178 % △35.0

経常利益  575  301  △274

FAシステム事業 
売 上 高  16,014  18,450 % 15.2

経常利益  449  800  350

ビル設備事業 
売 上 高  6,673  6,076 % △8.9

経常利益  26  69  42

インフラ事業 
売 上 高  12,589  9,354 % △25.7

経常利益  97  △28  △125



【ビル設備事業】 

設備分野では、発電機が震災による電力不足を背景に企業向けに需要が増加した他、無停電電源装置も好調に

推移しました。 

冷熱分野では、震災による一部商品供給不足の影響もあり、当期間中の回復にまでは至らなかったものの、節電

対策用のリプレース需要により堅調に推移しました。 

昇降機分野では首都圏を中心に大型開発案件の減少や、一部震災の影響もあり苦戦が続き、事業全体では8.9％

の減収となりました。 

  

【インフラ事業】 

 交通分野では、鉄道事業者の環境配慮、安全に対する活発な投資により車両用電機品は堅調に推移しました。受

変電設備も受注が増加しているものの当第２四半期においては一部震災の影響もあり、売上計上には至りませんで

した。また、無線通信機は更新需要が一巡したことにより減少し、事業全体では25.7％の減収となりました。 
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、58,741百万円（前連結会計年度末比11,089百万円減）となりま

した。 

 流動資産は、48,194百万円（前連結会計年度末比10,687百万円減）となりました。これは、前連結会計年度末と

比較して、現金及び預金が9,609百万円減少、受取手形及び売掛金が8,276百万円減少した一方で、有価証券が

6,949百万円増加したことが主要な要因であります。 

 固定資産は、10,546百万円（前連結会計年度末比401百万円減）となりました。これは、前連結会計年度末と比

較して、無形固定資産が99百万円減少、投資有価証券が452百万円減少、繰延税金資産が199百万円増加したことが

主要な要因であります。 

 一方、流動負債は、24,538百万円（前連結会計年度末比11,189百万円減）となりました。これは、前連結会計年

度末と比較して、支払手形及び買掛金が9,949百万円減少したことが主要な要因であります。 

 固定負債は、1,471百万円（前連結会計年度末比36百万円増）となりました。 

 純資産は、32,731百万円（前連結会計年度末比64百万円増）となりました。これは、前連結会計年度末と比較し

て、四半期純利益を649百万円計上した一方、配当金の支払が293百万円あったことにより利益剰余金が356百万円

増加、その他有価証券評価差額金が284百万円減少したことが主要な要因であります。 

 その結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は55.6％、１株当たり純資産額は947円86銭とな

りました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績については、現時点では平成23年６月10日に公表しました業績予想から変更しておりません。 

  

（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（その他）に関する事項



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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,491 4,882

受取手形及び売掛金 31,147 22,870

有価証券 6,447 13,397

商品及び製品 3,711 4,036

原材料及び貯蔵品 3 0

その他 3,109 3,027

貸倒引当金 △29 △21

流動資産合計 58,882 48,194

固定資産   

有形固定資産 4,753 4,693

無形固定資産 783 684

投資その他の資産   

その他 5,489 5,248

貸倒引当金 △78 △79

投資その他の資産合計 5,411 5,169

固定資産合計 10,948 10,546

資産合計 69,830 58,741



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,327 20,377

未払法人税等 984 395

賞与引当金 1,312 866

役員賞与引当金 75 21

その他 3,027 2,877

流動負債合計 35,727 24,538

固定負債   

退職給付引当金 730 776

役員退職慰労引当金 222 211

その他 482 483

固定負債合計 1,435 1,471

負債合計 37,163 26,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 5,362 5,362

利益剰余金 21,840 22,196

自己株式 △224 △228

株主資本合計 32,554 32,906

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △211 △496

土地再評価差額金 525 525

為替換算調整勘定 △249 △250

その他の包括利益累計額合計 64 △221

少数株主持分 48 46

純資産合計 32,667 32,731

負債純資産合計 69,830 58,741



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 55,543 47,060

売上原価 49,099 40,485

売上総利益 6,444 6,575

販売費及び一般管理費 5,282 5,401

営業利益 1,161 1,173

営業外収益   

受取利息 19 18

受取配当金 45 47

仕入割引 12 13

その他 35 37

営業外収益合計 112 116

営業外費用   

支払利息 4 3

売上割引 29 33

手形売却損 5 5

債権売却損 17 17

為替差損 180 19

その他 9 29

営業外費用合計 246 110

経常利益 1,026 1,179

特別利益   

投資有価証券償還益 － 21

訴訟損失未払金戻入益 3 －

貸倒引当金戻入額 14 －

その他 0 0

特別利益合計 19 21

特別損失   

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 － 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24 －

その他 0 －

特別損失合計 26 1

税金等調整前四半期純利益 1,020 1,199

法人税、住民税及び事業税 419 436

法人税等調整額 16 115

法人税等合計 436 551

少数株主損益調整前四半期純利益 584 647

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △1

四半期純利益 583 649



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 584 647

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △398 △284

為替換算調整勘定 △28 △1

その他の包括利益合計 △427 △285

四半期包括利益 156 362

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 156 363

少数株主に係る四半期包括利益 0 △1



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

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 1,020 1,199

減価償却費 176 186

受取利息及び受取配当金 △64 △65

支払利息 4 3

売上債権の増減額（△は増加） 6,979 8,281

たな卸資産の増減額（△は増加） △365 △322

仕入債務の増減額（△は減少） △7,146 △9,954

その他 1,109 △643

小計 1,713 △1,314

利息及び配当金の受取額 64 65

利息の支払額 △4 △3

法人税等の支払額 △789 △1,033

営業活動によるキャッシュ・フロー 983 △2,286

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △110 △10

有形固定資産の取得による支出 △22 △5

無形固定資産の取得による支出 △195 △34

投資有価証券の取得による支出 △154 △4

投資有価証券の償還による収入 － 45

その他 4 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △478 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △294 △294

その他 △9 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △304 △309

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 181 △2,600

現金及び現金同等物の期首残高 18,057 20,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,238 17,878



 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22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 

    

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（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及び営業外損益であります。 

  
３．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：百万円）

  

報告セグメント

情通・ 
デバイス事業  

FAシステム事業 ビル設備事業 インフラ事業 計

売上高           

外部顧客への売上高 20,265 16,014 6,673 12,589 55,543 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

91 171 31 2 296

計 20,357 16,186 6,704 12,591 55,840

セグメント利益 575 449 26 97 1,149 

  （単位：百万円）

利益 金額   

報告セグメント計 1,149 

全社費用（注） △122 

四半期連結損益計算書の経常利益 1,026 



Ⅱ 当第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 

    

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（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及び営業外損益であります。 

  
３．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：百万円）

  

報告セグメント

情通・ 
デバイス事業  

FAシステム事業 ビル設備事業 インフラ事業 計

売上高           

外部顧客への売上高  13,178  18,450  6,076  9,354  47,060

セグメント間の内部
売上高又は振替高  61  109  38  1  210

計  13,240  18,559  6,115  9,355  47,270

セグメント利益又は 

損失(△)   
 301  800  69  △28  1,142

  （単位：百万円）

利益 金額   

報告セグメント計  1,142

全社費用（注）  36

四半期連結損益計算書の経常利益  1,179

（６）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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