
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６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 ％

25年３月期第１四半期 85,426 △6.2 25,328 △8.5 23,654 △16.5 16,764 △14.7
24年３月期第１四半期 91,047 14.4 27,674 26.3 28,337 50.7 19,648 53.6

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △2,494百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 19,888百万円( ― ％)

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

25年３月期第１四半期 244.51 ―
24年３月期第１四半期 286.46 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 729,130 578,988 79.2
24年３月期 737,957 587,093 79.3

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 577,281百万円 24年３月期 585,356百万円

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

24年３月期 ― 60.00 ― 70.00 130.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 70.00 ― 70.00 140.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

   24年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当19円00銭、特別配当41円00銭
   24年３月期期末配当金の内訳 普通配当19円00銭、特別配当51円00銭

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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

第２四半期(累計) 172,000 △1.2 45,000 △17.2 46,500 △7.0 31,000 △6.3 451.98
通期 348,000 1.8 91,000 3.3 94,000 2.8 62,000 4.6 903.96

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 
(注)自己株式数には、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰの所有する当社株式60,300株が含まれております。 

 

 

 
  

 

※ 注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
      (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

： 無

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 ： 有

※  詳細は、添付資料P２「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項  (1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処
理の適用」をご覧ください。

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

※  当第１四半期より有形固定資産の減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と
区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P２「２.サマリー情報(注記事項)に関する事
項  (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 25年３月期１Ｑ 71,869,359株 24年３月期 71,869,359株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 3,343,241株 24年３月期 3,282,823株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 68,564,269株 24年３月期１Ｑ 68,587,554株

※ 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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 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、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があり
ます。
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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１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から同年６月30日まで)の経済情勢は、欧州債務

危機からの脱却に目処が立たず、先進諸国のみならず中国など新興国の経済減速もあり、先行き

不透明な状況が続きました。 

自動制御機器事業の需要は、自動車業界など堅調な一部の産業を除いて低調に推移いたしまし

た。 

このような状況の中で当社グループは、事業活動全般に亘る経費支出の削減とともに、積極的

な拡販活動を進めてまいりましたが、世界的な景気減速や円高の影響から前年同四半期に比べて

売上の減少を余儀なくされました。 

この結果、連結売上高は85,426百万円(前年同四半期比6.2％減)となり、減収に伴う利益の減少

を主因として営業利益は25,328百万円(同8.5％減)となりました。また、為替差損の大幅増加を主

因として、経常利益は23,654百万円(同16.5％減)、四半期純利益は16,764百万円(同14.7％減)と

なりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四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て8,826百万円(1.2％)減少

して729,130百万円となりました。主な減少は、現金及び預金が3,889百万円、有形固定資産が2,3

17百万円、投資有価証券が1,968百万円となっております。 

負債は、前連結会計年度末に比べて722百万円(0.5％)減少して150,142百万円となりました。 

純資産は、円高に伴う為替換算調整勘定の減少により、前連結会計年度末に比べて8,104百万円

(1.4％)減少して578,988百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は79.2％となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月15日に公表いたしました平成25年３月期に係る連結業績予想から修正は行ってお

りません。 

 

 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(税金費用の計算) 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しております。 

なお、一部の連結子会社の税金費用については、上記の見積実効税率に代えて法定実効税率によ

り計算し、繰延税金資産については回収見込額を合理的に見積り、その範囲内で計上しております。 
 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 220,366 216,476

受取手形及び売掛金 84,341 85,881

有価証券 3,959 2,982

商品及び製品 67,213 65,477

仕掛品 13,620 13,361

原材料及び貯蔵品 89,737 90,699

その他 23,404 21,910

貸倒引当金 △1,620 △1,063

流動資産合計 501,022 495,726

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,232 39,284

機械装置及び運搬具（純額） 23,219 21,834

土地 22,434 21,900

その他（純額） 8,752 10,303

有形固定資産合計 95,640 93,323

無形固定資産 3,049 2,943

投資その他の資産   

投資有価証券 29,177 27,209

保険積立金 99,666 100,091

その他 10,282 10,631

貸倒引当金 △879 △794

投資その他の資産合計 138,246 137,137

固定資産合計 236,935 233,404

資産合計 737,957 729,130
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 49,278 49,128

短期借入金 23,730 29,481

未払法人税等 9,937 9,965

引当金 － 4,024

その他 32,798 28,280

流動負債合計 115,745 120,880

固定負債   

長期借入金 9,346 4,256

退職給付引当金 12,008 11,434

役員退職慰労引当金 733 748

その他 13,030 12,822

固定負債合計 35,119 29,261

負債合計 150,864 150,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 61,005 61,005

資本剰余金 72,677 72,677

利益剰余金 538,935 550,899

自己株式 △43,221 △44,014

株主資本合計 629,397 640,567

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 543 △606

為替換算調整勘定 △44,584 △62,679

その他の包括利益累計額合計 △44,041 △63,286

少数株主持分 1,736 1,707

純資産合計 587,093 578,988

負債純資産合計 737,957 729,130
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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１四半期連結累計期間) 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 91,047 85,426

売上原価 45,745 44,040

売上総利益 45,301 41,386

販売費及び一般管理費 17,627 16,058

営業利益 27,674 25,328

営業外収益   

受取利息 856 1,166

その他 586 719

営業外収益合計 1,443 1,886

営業外費用   

為替差損 634 3,324

その他 145 235

営業外費用合計 780 3,559

経常利益 28,337 23,654

特別利益   

投資有価証券売却益 － 75

その他 13 20

特別利益合計 13 95

特別損失   

投資有価証券評価損 13 107

その他 62 48

特別損失合計 75 156

税金等調整前四半期純利益 28,274 23,593

法人税等 8,602 6,820

少数株主損益調整前四半期純利益 19,671 16,773

少数株主利益 23 8

四半期純利益 19,648 16,764
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 四半期連結包括利益計算書 
 (第１四半期連結累計期間) 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 19,671 16,773

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26 △1,157

為替換算調整勘定 242 △18,109

その他の包括利益合計 216 △19,267

四半期包括利益 19,888 △2,494

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 19,869 △2,480

少数株主に係る四半期包括利益 18 △13
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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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４.決算補足資料 

(1) 所在地別売上高及び営業利益 
(単位：百万円) 

 

平成25年３月期第１四半期 

日本 北米 欧州 アジア その他 計 
消去 

又は全社 
連結 

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 34,520 11,359 12,059 24,821 2,665 85,426 － 85,426

(2)所在地間の内部売上高 
又は振替高 

29,459 193 214 7,664 1 37,533 (37,533) －

計 63,980 11,553 12,273 32,486 2,667 122,960 (37,533) 85,426

営業利益 17,274 1,453 1,584 4,725 319 25,356 (28) 25,328

 

(2) 平成25年３月期 設備投資額等予想 
(単位：百万円) 

 平成25年３月期第１四半期(実績) 平成25年３月期(予想) 

金額 
対前年同四半期

増減率 
金額 対前期増減率 

設 備 投 資 額 4,426 93.6％ 20,000 49.6％ 

減価償却費(有形) 2,580 △2.0％ 11,600 △1.0％ 

研 究 開 発 費 3,489 △0.2％ 14,000 3.9％ 

 

(3) 従業員数 
(単位：人) 

 平成25年３月期第１四半期 前期(末)比増減 

従 業 員(期   末) 15,530 146

臨時従業員(期中平均) 4,996 190

 

以 上 
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