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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24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 ％

24年9月期第2四半期 2,527 4.8 501 7.9 513 6.8 294 2.7
23年9月期第2四半期 2,411 31.2 464 778.6 480 584.4 286 ―

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 295百万円 （3.8％） 23年9月期第2四半期 284百万円 （―％）

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9月期第2四半期 58.92 58.74
23年9月期第2四半期 57.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 8,071 5,281 65.2
23年9月期 8,554 5,128 59.8

（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  5,260百万円 23年9月期  5,115百万円

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9月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年9月期 ― 0.00

24年9月期（予想） ― 30.00 30.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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  ：  有  
 

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 5,002 5.4 878 9.4 907 10.0 525 5.1 105.03



(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

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9月期2Q 5,377,500 株 23年9月期 5,377,500 株

② 期末自己株式数 24年9月期2Q 378,842 株 23年9月期 378,842 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 4,998,658 株 23年9月期2Q 4,998,700 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わが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで緩

やかに持ち直しつつありますが、欧州金融不安の継続や為替、デフレの影響等により先行きは依然として不透明な状況

が続いております。設備投資は下げ止まり傾向にあり、雇用情勢にも持ち直しの動きも見られますが依然として厳しい状

況にあります。 

このような環境の中、当社グループにおきましては、従来顧客への拡販と新規顧客開拓、また原価低減・販売管理費抑

制に努めた結果、業績は前期に引き続き好調に推移いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 2,527 百万円（前年同期比 4.8％増）、営業利益は 501 百万円

（前年同期比 7.9％増）、経常利益は 513 百万円（前年同期比 6.8％増）、四半期純利益は 294 百万円（前年同期比 2.7％

増）となりました。 

 

事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

 

【電子機器製造事業】 

 基幹製品であるウェイング・FA（ファクトリーオートメーション）の高採算な計測機器、及びそれらと組み合わせて用いるセ

ンサー類であるロードセル等商品が堅調に推移し、またロジスティクス分野において大口の売上があった結果、当第２四

半期連結累計期間の売上高は 2,143 百万円（前年同期比 3.6％増）、営業利益は 459 百万円（前年同期比 3.2％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、固定費の削減等に努めた結果、当第２四半期連結累計期間の

売上高は 383 百万円（前年同期比 11.8％増）、営業利益は 39 百万円（前年同期比 135.4％増）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の総資産は前連結会計年度末に比べ 483 百万円減少し、8,071 百万円となりました。これ

は主に、受取手形及び売掛金が 321 百万円増加したものの、現金及び預金が 228 百万円、有価証券（主に短期の譲渡

性預金）が 399 百万円、仕掛品が 67 百万円、繰延税金資産が 46 百万円減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ636 百万円減少し、2,789 百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が

198 百万円、工事未払金が 35 百万円、未払法人税等が 159 百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金    

含む）が 143 百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末より 153 百万円増加し、5,281 百万円となりました。これは主に、四半期純利益 294 百万

円を計上したものの、配当金の支払いにより 149 百万円減少したこと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 

今後の見通しにつきましては、以下のとおりであります。 

上半期は上記のとおり堅調に推移いたしました。下半期も概ね期初予想のとおり推移する見込みであり、それに加えま

して本日開示しております「固定資産の取得に伴う事業の譲受けに関するお知らせ」による影響を見込んでおります。 

その結果、平成 23 年 11 月 11 日に公表いたしました業績予想につきましては、これを修正し、通期業績予想は売上高

5,002 百万円、営業利益 878 百万円、経常利益 907 百万円、当期純利益 525 百万円と見込んでおります。 
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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 

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。 
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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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,271,315 1,043,227

受取手形及び売掛金 1,079,586 1,401,058

完成工事未収入金 41,903 57,042

有価証券 2,505,033 2,105,034

商品及び製品 129,831 132,344

仕掛品 599,763 532,599

原材料及び貯蔵品 479,499 450,633

未成工事支出金 91,324 66,130

繰延税金資産 135,986 94,454

その他 36,630 27,378

貸倒引当金 △2,606 △3,508

流動資産合計 6,368,267 5,906,396

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 561,805 546,420

土地 920,996 920,996

その他（純額） 147,920 150,470

有形固定資産合計 1,630,721 1,617,887

無形固定資産 14,834 11,991

投資その他の資産   

投資有価証券 43,888 44,888

繰延税金資産 21,687 16,499

投資不動産（純額） 196,057 194,572

その他 285,823 285,247

貸倒引当金 △6,404 △6,404

投資その他の資産合計 541,052 534,804

固定資産合計 2,186,608 2,164,684

資産合計 8,554,876 8,071,080
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 858,276 659,601

工事未払金 91,114 55,497

1年内償還予定の社債 140,000 140,000

1年内返済予定の長期借入金 473,170 480,040

未払法人税等 338,891 179,640

賞与引当金 － 38,620

その他 273,746 172,112

流動負債合計 2,175,198 1,725,512

固定負債   

社債 60,000 40,000

長期借入金 776,530 626,510

退職給付引当金 44,411 39,320

役員退職慰労引当金 5,100 5,700

負ののれん 57,203 44,595

長期未払金 295,543 295,543

その他 12,000 12,000

固定負債合計 1,250,788 1,063,669

負債合計 3,425,986 2,789,182

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 1,843,329 1,987,900

自己株式 △187,082 △187,082

株主資本合計 5,123,363 5,267,934

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △8,466 △8,065

為替換算調整勘定 435 650

その他の包括利益累計額合計 △8,030 △7,414

新株予約権 13,556 21,377

純資産合計 5,128,890 5,281,897

負債純資産合計 8,554,876 8,071,080
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,411,832 2,527,253

売上原価 1,214,944 1,237,397

売上総利益 1,196,887 1,289,856

販売費及び一般管理費 731,982 788,100

営業利益 464,905 501,755

営業外収益   

受取利息 4,941 4,371

受取配当金 2 2

負ののれん償却額 12,607 12,607

不動産賃貸料 12,863 10,058

その他 2,986 1,395

営業外収益合計 33,401 28,435

営業外費用   

支払利息 13,909 9,972

不動産賃貸費用 2,603 2,128

為替差損 179 3,817

その他 1,237 1,135

営業外費用合計 17,930 17,053

経常利益 480,377 513,137

特別利益   

固定資産売却益 40 94

貸倒引当金戻入額 5,298 －

移転損失引当金戻入益 205 －

特別利益合計 5,545 94

特別損失   

固定資産除却損 196 105

固定資産売却損 － 45

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,089 －

特別損失合計 3,286 150

税金等調整前四半期純利益 482,636 513,080

法人税、住民税及び事業税 216,085 171,830

法人税等調整額 △20,193 46,718

法人税等合計 195,891 218,549

少数株主損益調整前四半期純利益 286,744 294,530

四半期純利益 286,744 294,530
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 286,744 294,530

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,020 400

為替換算調整勘定 486 214

その他の包括利益合計 △2,534 615

四半期包括利益 284,210 295,146

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 284,210 295,146

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）セグメント情報等 

Ⅰ 前第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） 

 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                                                   （単位：千円） 

報告セグメント 
 

電子機器    

製造事業 
電設事業 計 

調整額（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２ 

売上高  

外部顧客への売上高 2,068,545 343,286 2,411,832 － 2,411,832

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － －

計 2,068,545 343,286 2,411,832 － 2,411,832

セグメント利益 445,608 16,803 462,412 2,493 464,905

（注）１．セグメント利益の調整額 2,493 千円には、セグメント間取引消去等が含まれております。 

   ２．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。 

 

２．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。 

 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成 23 年 10 月１日 至 平成 24 年３月 31 日） 

 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                                                   （単位：千円） 

報告セグメント 
 

電子機器    

製造事業 
電設事業 計 

調整額（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２ 

売上高  

外部顧客への売上高 2,143,581 383,672 2,527,253 － 2,527,253

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － －

計 2,143,581 383,672 2,527,253 － 2,527,253

セグメント利益 459,710 39,549 499,259 2,495 501,755

（注）１．セグメント利益の調整額 2,495 千円はセグメント間取引消去 2,500 千円及び固定資産の調整額△4 千円が含まれております。 

   ２．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。 

 

２．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。 

 

 

（５）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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（６）重要な後発事象 

 

  Ⅰ 固定資産の取得に伴う事業の譲受け 

平成 24 年４月 27 日開催の取締役会において、株式会社ヨシモトの不動産賃貸業を譲受け、当社及び当社連結子

会社である株式会社ナノテックスの本社ビルを取得することについて決議いたしました。 

 

   １．譲受けの目的 

当社及び当社連結子会社である株式会社ナノテックス（以下、ナノテックス）は現在、株式会社ヨシモトから久松町ビ

ルを賃借し、本社として使用しております。 

今回譲り受ける株式会社ヨシモトの不動産賃貸業は当社及び当社連結子会社であるナノテックスに対するもののみ

であり、形式上不動産賃貸業の譲受けに該当いたしますが、久松町ビルを固定資産として取得し当社グループが自

己所有することが本件の主旨であります。 

その結果、長期借入金の支払利息や取得固定資産の減価償却額等を考慮しても家賃が不要になるため費用削減

効果が見込まれるとともに、今後自己資産である本社をより有効に活用することが可能になるものと考えております。 

なお、当該譲受けは関連当事者との取引に該当いたします。譲受け資産の評価を社外の不動産鑑定士による不動

産鑑定評価書に基づく等、一般的取引条件にて当社と関連を有しない他の当事者との取引と同様に決定しておりま

す。 

 

２．譲受けの内容 

    （１） 譲受け事業の内容及び譲受け資産、負債の項目 

・ 不動産賃貸業 

株式会社ヨシモトと当社及び当社連結子会社であるナノテックス間の取引のみの譲受けであり、当該譲受け後

は当社と当社連結子会社であるナノテックス間という連結グループ内取引のみになります。 

・ 久松町ビルに関する土地、建物及び構築物等固定資産 

所在地   東京都中央区日本橋久松町 9-11 

取得価額  585,286 千円 

現況     当社及び当社連結子会社であるナノテックスが本社ビルとして使用しております。 

・ 長期借入金 

帳簿価額  514,200 千円 

    （２） 譲受け価額及び決済方法 

譲受け価額  66,443 千円（消費税除く） 

決済方法   現金決済 

 

３．相手先の概要 

商号                 株式会社ヨシモト 

事業内容              不動産賃貸業等 

当社と当該会社との関係等  当該会社は当社役員及び個人主要株主である吉本喬美が議決権の過半数を自

己の計算において所有している会社であり、当社の関連当事者に該当します。  

 

４．取得の日程 

取締役会決議    平成 24 年４月 27 日 

契約締結日      平成 24 年４月 27 日 

事業譲受け期日   平成 24 年４月 27 日 

 

５．会計処理の概要及び業績に与える影響 

上記いたしましたように本件は形式上不動産賃貸業の譲受けに該当いたしますが、当社及び当社連結子会社であ

るナノテックスに対する賃貸であるため、本件に伴う当社グループにおける売上高の変動はございません。本件に伴う

取得固定資産の減価償却額、負ののれん、長期借入金の支払利息、家賃、資産除去債務等の変動が当期業績に与

える影響につきましては軽微であり、 新の業績予想に織り込み済みであります。 
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