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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）

（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 10,761 42.1 2,026 35.2 2,072 35.3 1,356 65.8

23年３月期第２四半期 7,571 120.5 1,499 ― 1,532 ― 817 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 1,117百万円(72.4％) 23年３月期第２四半期 648百万円(―％)

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 80 32 ― ―

23年３月期第２四半期 48 56 ― ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 21,903 14,280 65.1

23年３月期 19,977 13,357 66.7

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 14,259百万円 23年３月期 13,334百万円

２．配当の状況

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 ― ― 10 00 ― ― 15 00 25 00

24年３月期 ― ―

24年３月期(予想) 10 00 ― ― 15 00 25 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、通期は対前期増減率)

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 19,500 27.6 3,350 28.5 3,400 26.7 2,000 ― 118 45



  

 

 

 
  

  

・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ますが、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連結財務諸表のレビュー手続は終了し

ております。 

  

・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）３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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)        、除外  ―社 （社名）

（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
 

 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 18,948,923株 23年３月期 18,948,923株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 2,030,122株 23年３月期 2,103,045株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 16,884,298株 23年３月期２Ｑ 16,841,149株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間の先進各国の経済情勢は、ギリシャ危機処理の不透明感、先進各国の財政不
安、雇用の低迷・悪化などが継続したことにより、株式市場、為替市場でリスク回避の動きが見られ、ま
た、生産指数、消費動向や住宅関連の統計では、一進一退の数値の動きが見られました。一方で、世界経
済の牽引役である新興各国では、中国の金融引き締めに代表される国内のインフレ対策や、資源・食糧の
調達、先進各国の消費低迷に伴う生産の鈍化への対応に必要な施策が実施されはじめるなど、国際経済情
勢は極めて流動的な要因が混在し、連関する様相となりました。 
このような環境の中、当社グループの主力事業である巻線機事業では、スマートフォンなどモバイル端

末向けコイル用巻線機、自動車の電装化や省エネ家電向けのコイルやモーター用巻線機など、電子・電気
機器の世代交代、新興国の生活の高度化、世界規模の省エネ・省資源化への取り組みなどが契機となり、
国際経済情勢に比較的左右されにくい 終製品向けの生産設備を特に第１四半期に多く受注したため、生
産はフル稼働の状況が続きました。 
これらの結果、売上高は107億61百万円（前年同期比42.1％増）、営業利益は20億26百万円（前年同期

比35.2％増）、経常利益は20億72百万円（前年同期比35.3％増）、四半期純利益は13億56百万円（前年同
期比65.8％増）となり、売上高、利益共に前年同期に比べ大幅な増加となりました。  

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（巻線機事業） 

全売上高の約97％を占める巻線機事業におきましては、前述のとおり、スマートフォンなどモバイル
端末向け微細コイル用巻線機、エコ家電向けコイル・モーター用巻線機の受注が好調であったことを受
けて、連結売上高は103億98百万円、セグメント利益（営業利益）は22億62百万円となりました。な
お、当社個別ベースでの受注高は116億14百万円、売上高（生産高）は94億42百万円、当第２四半期末
の受注残高は92億75百万円となりました。 

  

（非接触ＩＣタグ・カード事業） 

非接触ＩＣタグ・カード事業におきましては、引き続き受注マインドの低下と、売上を見込んでいた
製品の量産時期が下期に移行した影響により、連結売上高は２億55百万円、セグメント利益（営業利
益）は26百万円となりました。なお、当社個別ベースでの受注高は３億16百万円、売上高（生産高）は
２億55百万円、当第２四半期末の受注残高は１億78百万円となりました。 

  

（不動産賃貸事業） 

不動産賃貸事業におきましては、連結売上高は１億７百万円、セグメント利益（営業利益）は70百万
円となりました。 

  

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
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（資産） 

流動資産は前連結会計年度末対比21億77百万円増加し、144億34百万円となりました。これは主とし
て、現金及び預金が１億81百万円、受取手形及び売掛金が14億14百万円、仕掛品が３億68百万円増加し
たことによります。  
 固定資産は前連結会計年度末対比２億52百万円減少し、74億68百万円となりました。これは主とし
て、投資有価証券が１億71百万円減少したことによります。 
 この結果、資産合計は前連結会計年度末対比19億25百万円増加し、219億３百万円となりました。  

  

（負債） 

流動負債は前連結会計年度末対比10億13百万円増加し、64億97百万円となりました。これは主とし
て、未払法人税等が１億86百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が12億50百万円増加したことに
よります。  
 固定負債は前連結会計年度末対比10百万円減少し、11億25百万円となりました。これは主として、退
職給付引当金が12百万円増加したものの、負ののれんが23百万円減少したことによります。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末対比10億３百万円増加し、76億23百万円となりました。  

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末対比９億22百万円増加し、142億80百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、現金という。）は、前連結会計年度
末対比４億34百万円増加し、49億62百万円となりました。 
 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果得られた資金は６億20百万円（前年同期比5.3％減）となりました。これは主とし
て、税金等調整前四半期純利益が20億67百万円あったものの、売上債権の増加14億51百万円、未収消
費税等の増加１億11百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は１億35百万円（前年同期比0.1％増）となりました。これは主とし
て、定期預金の預入による支出３億72百万円、有形固定資産の取得による支出34百万円、保険積立金
の積立による支出34百万円があったものの、定期預金の払戻による収入５億34百万円、投資有価証券
の償還による収入41百万円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は２億31百万円（前年同期比39.9％減）となりました。これは主とし
て、長期借入金の返済による支出50百万円、配当金の支払２億50百万円があったことによるもので
す。 

  

平成24年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年10月28日付で業績予想の修正を行ってお
ります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

重要性がないため、記載を省略しております。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 5,345,364 5,526,510

受取手形及び売掛金 3,418,538 4,833,389

仕掛品 2,738,059 3,106,277

原材料及び貯蔵品 341,870 568,319

繰延税金資産 215,907 221,076

その他 211,181 189,357

貸倒引当金 △13,871 △10,332

流動資産合計 12,257,050 14,434,599

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,510,860 2,442,793

機械装置及び運搬具（純額） 394,733 334,023

土地 1,747,384 1,746,208

その他（純額） 93,658 95,528

有形固定資産合計 4,746,636 4,618,553

無形固定資産

その他 36,255 37,111

無形固定資産合計 36,255 37,111

投資その他の資産

投資有価証券 1,343,551 1,171,583

繰延税金資産 1,116,758 1,141,736

その他 490,297 508,944

貸倒引当金 △12,629 △9,149

投資その他の資産合計 2,937,978 2,813,114

固定資産合計 7,720,871 7,468,780

資産合計 19,977,922 21,903,379

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,301,296 4,552,028

1年内返済予定の長期借入金 400,000 350,000

未払法人税等 885,649 698,906

賞与引当金 236,414 316,629

その他 660,404 579,526

流動負債合計 5,483,764 6,497,090

固定負債

退職給付引当金 239,793 252,717

負ののれん 115,519 92,415

その他 780,903 780,858

固定負債合計 1,136,216 1,125,992

負債合計 6,619,981 7,623,082
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(単位：千円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 6,884,928 6,884,928

資本剰余金 2,581,107 2,595,050

利益剰余金 5,685,350 6,778,973

自己株式 △1,600,061 △1,544,677

株主資本合計 13,551,324 14,714,274

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 56,197 △96,616

為替換算調整勘定 △272,566 △358,468

その他の包括利益累計額合計 △216,368 △455,084

少数株主持分 22,985 21,106

純資産合計 13,357,941 14,280,296

負債純資産合計 19,977,922 21,903,379
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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：千円)

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 7,571,325 10,761,604

売上原価 5,083,816 7,488,003

売上総利益 2,487,509 3,273,600

販売費及び一般管理費 988,356 1,246,827

営業利益 1,499,152 2,026,773

営業外収益

受取利息 4,162 3,292

受取配当金 15,203 15,042

負ののれん償却額 23,103 23,103

その他 20,723 17,695

営業外収益合計 63,193 59,134

営業外費用

支払利息 8,630 4,162

債権売却損 5,865 2,896

為替差損 11,993 4,971

その他 3,729 1,387

営業外費用合計 30,219 13,417

経常利益 1,532,126 2,072,490

特別利益

固定資産売却益 1,575 25

投資有価証券売却益 5,407 －

貸倒引当金戻入額 2,256 －

投資有価証券償還益 － 2,221

その他 404 167

特別利益合計 9,644 2,414

特別損失

固定資産除却損 － 3,898

投資有価証券評価損 110,275 －

減損損失 11,134 1,175

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,642 －

災害による損失 － 2,200

その他 6,384 －

特別損失合計 142,437 7,274

税金等調整前四半期純利益 1,399,333 2,067,629

法人税、住民税及び事業税 621,875 715,966

法人税等調整額 △42,202 △7,012

法人税等合計 579,673 708,953

少数株主損益調整前四半期純利益 819,660 1,358,675

少数株主利益 1,794 2,473

四半期純利益 817,866 1,356,202
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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：千円)

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 819,660 1,358,675

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △121,917 △152,814

為替換算調整勘定 △49,263 △87,952

その他の包括利益合計 △171,180 △240,766

四半期包括利益 648,480 1,117,909

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 647,009 1,117,486

少数株主に係る四半期包括利益 1,470 422
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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 1,399,333 2,067,629

減価償却費 153,004 143,293

減損損失 11,134 1,175

負ののれん償却額 △23,103 △23,103

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,311 △3,982

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,488 100,597

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,656 12,924

受取利息及び受取配当金 △19,366 △18,335

支払利息 8,630 4,162

有形固定資産売却損益（△は益） △1,566 △25

有形固定資産除却損 6,123 3,898

投資有価証券売却損益（△は益） △5,407 －

投資有価証券償還損益（△は益） － △2,221

投資有価証券評価損益（△は益） 110,275 －

売上債権の増減額（△は増加） △511,840 △1,451,046

たな卸資産の増減額（△は増加） △852,024 △557,838

仕入債務の増減額（△は減少） 331,379 1,284,624

未収消費税等の増減額（△は増加） － △111,410

前受金の増減額（△は減少） 166,180 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,642 －

その他 27,153 53,766

小計 830,383 1,504,108

利息及び配当金の受取額 19,462 18,333

利息の支払額 △8,188 △4,096

法人税等の支払額 △185,992 △897,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 655,665 620,779

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 △609,897 △372,443

定期預金の払戻による収入 784,232 534,542

有形固定資産の取得による支出 △39,357 △34,745

有形固定資産の売却による収入 22,566 31

投資有価証券の取得による支出 △2,574 △2,629

投資有価証券の売却による収入 12,280 －

投資有価証券の償還による収入 － 41,831

保険積立金の積立による支出 △35,701 △34,761

保険積立金の払戻による収入 7,328 15,580

貸付金の回収による収入 1,656 1,136

その他 △4,896 △12,770

投資活動によるキャッシュ・フロー 135,636 135,771
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(単位：千円)

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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △311,380 △50,000

自己株式の売却による収入 10,825 69,423

自己株式の取得による支出 △46 △96

配当金の支払額 △84,194 △250,702

財務活動によるキャッシュ・フロー △384,795 △231,375

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,270 △81,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 378,235 443,362

現金及び現金同等物の期首残高 3,287,850 4,527,627

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

－ △8,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,666,085 4,962,473
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該当事項はありません。 

  

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であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

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）

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント

合計

巻線機事業
非接触ＩＣタグ・

カード事業
不動産賃貸事業

売上高

  外部顧客への売上高 7,107,464 353,227 110,633 7,571,325

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 7,107,464 353,227 110,633 7,571,325

セグメント利益 1,657,131 43,363 91,706 1,792,201

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,792,201

全社費用(注) △293,048

四半期連結損益計算書の営業利益 1,499,152
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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であります。 

  

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

合計

巻線機事業
非接触ＩＣタグ・

カード事業
不動産賃貸事業

売上高

  外部顧客への売上高 10,398,935 255,053 107,614 10,761,604

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 10,398,935 255,053 107,614 10,761,604

セグメント利益 2,262,398 26,483 70,370 2,359,252

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,359,252

全社費用(注) △332,478

四半期連結損益計算書の営業利益 2,026,773

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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）

（７）重要な後発事象
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