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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31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３四半期 86,437 18.3 3,200 29.7 3,557 36.2 1,627 13.7

23年３月期第３四半期 73,061 41.3 2,468 ― 2,611 ― 1,431 ―

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 1,633百万円(48.5％) 23年３月期第３四半期 1,099百万円(－％)

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月３月期第３四半期 31 .16 31 .04

23年３月期第３四半期 27 .43 27 .41

（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３四半期 74,722 24,707 32.3

23年３月期 73,322 23,777 31.8

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 24,141百万円  23年３月期 23,280百万円

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 ― 5 .00 ― 8 .00 13 .00

 24年３月期 ― 6 .00 ―

 24年３月期(予想) 7 .00 13 .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)

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 122,000 12.9 4,550 7.2 4,600 5.4 2,300 △6.0 44 .01

djk28509
スタンプ



  

 

 

 
  

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連結財務諸表のレビュー手続は終了してお

りません。 

  

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および合

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およ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)

（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３Ｑ 55,432,000株 23年３月期 57,432,000株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 2,986,341株 23年３月期 5,218,210株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 52,236,633株 23年３月期３Ｑ 52,194,100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３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本

大震災後の復興需要や企業のサプライチェーンの復旧による生産や輸出の持ち直し等、景気回復の兆し

が徐々に見られました。しかしながら、原発事故の影響の長期化、タイの洪水による企業活動への影

響、欧州債務危機の深刻化、デフレの継続と円高の進行等、依然として先行き不透明な状況で推移しま

した。 

このような状況の中で、アジア地域を中心としたＩＴ・デジタル関連機器および車載関連機器の製造

装置等の売上が好調に推移したほか、大手エンジニアリング会社経由の海外向け肥料プラント設備の売

上もあり、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結累計期間と比べて13,376百万円増

の86,437百万円（前年同期比18.3％増）となりました。また、営業利益は732百万円増の3,200百万円

（前年同期比29.7％増）、経常利益は945百万円増の3,557百万円（前年同期比36.2％増）となりまし

た。四半期純利益につきましては、上場株式に係る株式評価損の計上等があり、196百万円増の1,627百

万円と前年同期に対して13.7％の増加にとどまりました。 

  

報告セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

プラント・エネルギー事業 

大手エンジニアリング会社経由の海外向け肥料プラント設備等の大口売上計上があり、売上高は

3,880百万円増の18,184百万円（前年同期比27.1％増）、営業利益は46百万円増の728百万円（前年

同期比6.8％増）となりました。 

エレクトロニクス事業 

アジア地域を中心にＩＴ・デジタル関連機器製造会社向けの電子部品実装機等の販売が好調であ

りました。その結果、売上高は2,573百万円増の28,874百万円（前年同期比9.8％増）、営業利益は

201百万円増の1,536百万円（前年同期比15.1％増）となりました。 

産業機械事業 

海外を中心に自動車関連業界向けの設備の販売が好調でありました。その結果、売上高は3,699

百万円増の23,730百万円（前年同期比18.5％増）、営業利益は185百万円増の1,355百万円（前年同

期比15.8％増）となりました。 

海外法人 

米国での電子業界向け設備および車載関連機器の製造装置等の需要の回復に加え、アジア地域に

おけるＩＴ・デジタル関連機器および車載関連機器の製造装置等の販売が好調でありました。その

結果、売上高は3,075百万円増の13,688百万円（前年同期比29.0％増）、営業利益は419百万円増の

955百万円（前年同期比78.3％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、1,400百万円増加の74,722百万

円となりました。これは主に、受注の増加に伴いたな卸資産や前渡金が増加したことによるものであり

ます。 

負債合計は、469百万円増加の50,014百万円となりました。これは主に、たな卸資産や前渡金の増加

に対応して短期借入金を増額したことによるものであります。 

純資産合計は、930百万円増加の24,707百万円となりました。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1,627百万円を計上したことによるものであります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、2,862百万円

減少し、9,015百万円（前年同期比432百万円増）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,880百万円の計上や前受金の増

加があったものの、仕入債務の減少やプラント関連の前渡金の支払いなどがあったため、7,009百万円

の減少（前年同期比4,819百万円減）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の減少があったものの、有形固定資産の取得などが

あったため、20百万円の減少（前年同期比318百万円増）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加などにより4,299百万円の増加（前年同期

比217百万円増）となりました。 

  

当社グループの業績は、アジア地域を中心としたＩＴ・デジタル関連機器や車載関連機器等の需要が

引き続き好調であり、概ね予定どおりに推移しております。平成24年３月期通期の連結業績予想は、平

成23年10月14日に公表した内容に変更はありません。 

  

  

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年

12月４日）を適用しております。 

  

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

（４）追加情報       
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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23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,347 9,153

受取手形及び売掛金 38,023 38,436

商品及び製品 7,826 8,743

仕掛品 817 1,124

原材料及び貯蔵品 300 313

前渡金 4,156 6,864

繰延税金資産 480 283

その他 1,962 2,723

貸倒引当金 △69 △74

流動資産合計 65,846 67,568

固定資産

有形固定資産 1,666 1,848

無形固定資産 98 92

投資その他の資産

投資有価証券 4,762 4,305

その他 1,245 1,180

貸倒引当金 △296 △272

投資その他の資産合計 5,711 5,213

固定資産合計 7,476 7,154

資産合計 73,322 74,722

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 28,549 24,230

短期借入金 10,391 15,474

未払法人税等 1,456 352

前受金 6,862 8,161

引当金 653 383

その他 750 782

流動負債合計 48,665 49,385

固定負債

長期借入金 152 38

繰延税金負債 3 1

引当金 666 309

その他 56 280

固定負債合計 879 629

負債合計 49,545 50,014
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,105 5,105

資本剰余金 3,789 3,786

利益剰余金 17,013 17,054

自己株式 △2,210 △1,264

株主資本合計 23,697 24,680

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 89 188

繰延ヘッジ損益 25 △16

為替換算調整勘定 △531 △710

その他の包括利益累計額合計 △416 △539

新株予約権 94 104

少数株主持分 401 461

純資産合計 23,777 24,707

負債純資産合計 73,322 74,722
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 73,061 86,437

売上原価 62,741 74,733

売上総利益 10,320 11,704

販売費及び一般管理費 7,851 8,503

営業利益 2,468 3,200

営業外収益

受取利息 34 29

受取配当金 78 94

為替差益 － 96

仕入割引 185 179

持分法による投資利益 － 43

その他 40 56

営業外収益合計 338 501

営業外費用

支払利息 46 58

為替差損 5 －

支払手数料 46 45

持分法による投資損失 32 －

その他 64 40

営業外費用合計 194 144

経常利益 2,611 3,557

特別利益

固定資産売却益 8 1

国庫補助金 6 －

その他 3 －

特別利益合計 17 1

特別損失

固定資産除却損 2 －

投資有価証券評価損 57 593

固定資産圧縮損 5 －

関係会社整理損 － 83

その他 1 0

特別損失合計 67 678

税金等調整前四半期純利益 2,561 2,880

法人税、住民税及び事業税 1,006 831

法人税等調整額 61 293

法人税等合計 1,067 1,124

少数株主損益調整前四半期純利益 1,493 1,755

少数株主利益 62 128

四半期純利益 1,431 1,627
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,493 1,755

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △183 99

繰延ヘッジ損益 △19 △42

為替換算調整勘定 △191 △179

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 △394 △122

四半期包括利益 1,099 1,633

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,058 1,573

少数株主に係る四半期包括利益 40 59
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31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 2,561 2,880

減価償却費 270 262

株式報酬費用 44 25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △17

引当金の増減額（△は減少） △115 △627

受取利息及び受取配当金 △112 △124

支払利息 46 58

固定資産圧縮損 5 －

国庫補助金 △6 －

投資有価証券評価損益（△は益） 57 593

関係会社整理損 － 83

持分法による投資損益（△は益） 32 △43

売上債権の増減額（△は増加） △2,019 △561

前渡金の増減額（△は増加） △744 △2,875

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,836 △1,310

その他の流動資産の増減額（△は増加） △587 △757

仕入債務の増減額（△は減少） 2,144 △4,158

前受金の増減額（△は減少） 2,890 1,522

その他の流動負債の増減額（△は減少） 139 68

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 187

賃貸資産の取得による支出 △60 －

その他 △250 △327

小計 △1,544 △5,119

利息及び配当金の受取額 120 126

利息の支払額 △49 △58

法人税等の支払額 △716 △1,958

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,189 △7,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 290 317

国庫補助金による収入 6 －

有形固定資産の取得による支出 △98 △331

有形固定資産の売却による収入 34 5

無形固定資産の取得による支出 △19 △20

投資有価証券の取得による支出 △275 △14

貸付けによる支出 △295 △23

貸付金の回収による収入 23 65

その他 △4 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △338 △20
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,709 5,084

長期借入金の返済による支出 △113 △113

自己株式の取得による支出 △4 △2

自己株式の売却による収入 17 －

ストックオプションの行使による収入 － 74

配当金の支払額 △523 △734

その他 △5 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,081 4,299

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88 △132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,463 △2,862

現金及び現金同等物の期首残高 7,118 11,878

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,582 9,015
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）  

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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 【セグメント情報】 
  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 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 
 

 

注１「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械・器具の賃貸や保守・

点検、保険代理業を含んでおります。 
  

２ セグメント利益の調整額△1,694百万円には、セグメント間取引消去72百万円、各報告セグメントに 

  配分していない全社費用△1,889百万円、たな卸資産の調整額110百万円およびその他の調整額12百 

  万円が含まれております。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。 
  

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  
  
  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

 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 
 

 

注１「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械・器具の賃貸や保守・

点検、保険代理業を含んでおります。 
  

２ セグメント利益の調整額△1,845百万円には、セグメント間取引消去34百万円、各報告セグメントに 

  配分していない全社費用△1,912百万円、たな卸資産の調整額19百万円およびその他の調整額12百万 

  円が含まれております。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。 
  

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  
  

（５）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注３)

プラン
ト・エネ
ルギー 
事業

エレクト
ロニクス
事業

産業機械
事業

海外法人 計

売上高

外部顧客への売上高 14,304 26,301 20,031 10,612 71,249 1,811 73,061 ― 73,061

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

609 1,597 2,515 3,503 8,225 1,576 9,801 △9,801 ―

計 14,914 27,898 22,546 14,115 79,475 3,387 82,863 △9,801 73,061

セグメント利益 682 1,335 1,169 536 3,724 438 4,162 △1,694 2,468

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注３)

プラン
ト・エネ
ルギー 
事業

エレクト
ロニクス
事業

産業機械
事業

海外法人 計

売上高

外部顧客への売上高 18,184 28,874 23,730 13,688 84,478 1,959 86,437 ― 86,437

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

1,372 1,982 2,351 5,405 11,112 1,892 13,005 △13,005 ―

計 19,557 30,856 26,082 19,094 95,591 3,852 99,443 △13,005 86,437

セグメント利益 728 1,536 1,355 955 4,576 469 5,046 △1,845 3,200
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当社は、平成23年８月１日開催の取締役会決議に基づき、平成23年８月25日付で自己株式2,000,000

株の消却を行い、自己株式は847百万円減少しました。この消却などにより、当第３四半期連結会計期

間末において自己株式は1,264百万円になりました。 

  

（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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