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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 59,351 △2.7 1,473 △17.0 1,914 △9.7 1,184 7.2
24年３月期第２四半期 60,974 10.6 1,776 30.4 2,118 28.9 1,105 41.9

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 592百万円(△18.3％) 24年３月期第２四半期 725百万円( 127.3％)

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２四半期 57.02 －
24年３月期第２四半期 53.19 －

（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２四半期 76,925 37,388 48.5
24年３月期 78,860 37,004 46.8

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 37,316百万円 24年３月期 36,935百万円

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 － 10.00 － 10.00 20.00

25年３月期 － 10.00

25年３月期(予想) － 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

通期 127,500 3.2 3,620 3.9 4,350 1.8 2,600 5.3 125.13

(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 ： 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 ： 有

（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) 25年３月期２Ｑ 21,381,102株 24年３月期 21,381,102株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 601,985株 24年３月期 601,823株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 20,779,173株 24年３月期２Ｑ 20,779,513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きの対象外であり、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き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、添付資料P.4「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧下さい。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、長引く円高や電力供給問題に加え欧州金融危機

や中国経済の減速などの影響を受け、企業活動は厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢のなかで当社企業グループは、海外においては、海外子会社を統括する社内カンパニ

ー「立花オーバーシーズホールディングス社」（ＴＯＨ）を海外子会社の持ち株会社として香港に法人

化したことにより、ＴＯＨを海外ビジネスにおける「海外事業戦略の立案と実行」「金融・人事・シス

テムの一元化」を担う海外本社と位置づけ、中国を中心とするアジアでのビジネス展開を積極的に推進

してまいりました。 

一方、国内では、株式会社高木商会と資本業務提携を締結するなどグループシナジーの強化に努め、

技術商社としての市場ニーズに応えるべく取り組んでまいりました。加えて、徹底した営業力強化と体

質改善の取り組みを実践すべく、体質改善プロジェクト「Ｃ.Ａ.Ｐ. ＵＰ 1500」を強力に継続推進し

てまいりました。 

その結果、第２四半期連結累計期間の業績は、売上高593億51百万円（前年同期比2.7％減）、営業利

益14億73百万円（前年同期比17.0％減）、経常利益19億14百万円（前年同期比9.7％減）、四半期純利

益11億84百万円（前年同期比7.2％増）となりました。 

  

セグメント別については以下の通りであります。 

  

〔ＦＡシステム事業〕  

売上高:282億39百万円(前年同期比1.7％減)、営業利益:９億97百万円（前年同期比14.5％減） 

ＦＡ機器分野は、自動車関連は海外案件が堅調に推移したものの、半導体や液晶製造装置メーカーな

どの受注減少により、主力製品のプログラマブルコントローラやインバータ、ＡＣサーボ、配電制御機

器などが低調に推移いたしました。 

産業機械分野は、家電メーカーの低迷により家電業界向けのワイヤカット放電加工機やレーザー加工

機が減少いたしましたが、自動車関連向け工作機械や誘導加熱装置が全体をカバーし好調な推移となり

ました。 

  

〔半導体デバイス事業〕  

売上高:220億20百万円(前年同期比5.2％減)、営業利益:４億22百万円（前年同期比40.4％減）  

半導体デバイス事業分野は、メモリカードが売り上げに貢献するとともにＯＡ機器分野など一部で堅

調な推移が見られましたが、欧州・中国など海外市況の減速に伴う輸出の落ち込みが厳しく、また、エ

コカー補助金による政策効果も限定的で、自動車関連機器や白物家電など民生分野向けが減少いたしま

した。  

  

〔情報通信事業〕 

売上高:25億84百万円(前年同期比21.3％増)、営業損失:33百万円（前年同期は１億９百万円の損失）

 情報通信事業分野は、ＲＦＩＤの周波数帯域変更に伴い、駐輪場管理などＲＦＩＤシステム案件の受

注が減少いたしましたが、地方自治体や銀行・病院向けのシンクライアント端末並びにパソコン、サー

バーなどのネットワーク関連機器が大幅に伸長するとともに、販売店向けのタッチパネルモニタや大口

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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顧客向けのＩＣカードシステムが好調に推移いたしました。また、設備制御用のＦＡパソコンが伸長し

売り上げに貢献いたしました。 

  

〔施設事業〕 

売上高:50億55百万円(前年同期比2.1％減)、営業利益:91百万円（前年同期比437.2％増） 

施設事業分野は、電力不足の懸念からエコキュートや電気温水器などのオール電化製品が低迷いたし

ましたが、節電対策などによる活発な更新需要を中心に、ビル用マルチエアコンや店舗・設備用パッケ

ージエアコン並びにＬＥＤ照明器が好調に推移いたしました。また、新規物件の増加により、病院やデ

ータセンター向けに発電機設備並びにショッピングビル向けに産業用冷凍機が大幅に伸長いたしまし

た。  

  

〔その他〕 

売上高:14億52百万円(前年同期比14.9％減)、営業損失:４百万円（前年同期は７百万円の損失） 

ソリューション事業分野は、工場設備に関連するソフトエンジニアリングが伸長したものの産業用太

陽光発電システムが減少いたしました。 

貿易分野は、取り扱い品種の増加に伴い立体駐車場部材が好調に推移するとともに、船舶向けの大口

受注により配管部材が売り上げに貢献いたしましたが、電子部品材料は、チップコンデンサー用ニッケ

ルペーストが大幅に減少いたしました。 

  

（注）前第２四半期連結累計期間において報告セグメントとしておりました「ソリューション事業」及び「貿易」

につきましては、第１四半期連結会計期間より「その他」の区分に含めております。 

なお、当第２四半期連結累計期間の比較・分析は変更後の区分に基づいております。  

  

上記セグメントの内、海外事業売上高については次の通りであります。 

  

売上高:88億51百万円(前年同期比0.0％増) 

海外事業売上高は、中国経済の減速の影響を受け日系メーカーを中心にマイコンや専用ＩＣなどの半

導体が減少したものの、メモリカードが伸長し前年並みを確保いたしました。 

なお、海外事業売上高比率は14.9％であります。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、769億25百万円となり前連結会計年度末に比べ19

億34百万円減少いたしました。 

流動資産は、625億21百万円となり前連結会計年度末に比べ37億66百万円減少いたしました。この主

な要因は、現金及び預金の減少15億58百万円、受取手形及び売掛金の減少14億15百万円などによるもの

であります。 

固定資産は、144億４百万円となり前連結会計年度末に比べ18億31百万円増加いたしました。この主

な要因は、投資有価証券の増加17億66百万円などによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、395億37百万円となり前連結会計年度末に比べ23

億17百万円減少いたしました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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流動負債は、368億71百万円となり前連結会計年度末に比べ17億19百万円減少いたしました。この主

な要因は、支払手形及び買掛金の減少22億34百万円などによるものであります。 

固定負債は、26億66百万円となり前連結会計年度末に比べ５億98百万円減少いたしました。この主な

要因は、長期借入金の減少１億28百万円、負ののれんの減少２億52百万円などによるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、373億88百万円となり前連結会計年度末に比べ

３億83百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加９億77百万円、その他有価証券評

価差額金の減少５億99百万円などによるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

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の四半期末残高は、118億32百万円となり

前連結会計年度末に比べ16億88百万円減少いたしました。 

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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億34百万円の収入（前年同期は10億77百万円の支出）と

なりました。これは主に仕入債務の減少額24億34百万円などの減少と売上債権の減少額19億99百万

円、税金等調整前四半期純利益18億９百万円などの増加によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、31億40百万円の支出（前年同期は６億32百万円の支出）と

なりました。これは主に投資有価証券の取得による支出30億75百万円などによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億52百万円の支出（前年同期は３億95百万円の支出）と

なりました。これは主に長期借入による収入１億41百万円、長期借入金の返済による支出３億３百万

円、配当金の支払額２億８百万円などによるものであります。 

  

通期の業績見通しにつきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想を据え置いており

ます。 

  

  

 税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

㈱立花エレテック（8159）平成25年3月期 第2四半期決算短信

－4－



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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,870 13,312

受取手形及び売掛金 39,429 38,014

有価証券 180 299

たな卸資産 9,560 8,796

その他 2,310 2,146

貸倒引当金 △63 △47

流動資産合計 66,287 62,521

固定資産   

有形固定資産 3,640 3,578

無形固定資産 277 293

投資その他の資産   

投資有価証券 7,946 9,712

その他 732 841

貸倒引当金 △23 △21

投資その他の資産合計 8,654 10,532

固定資産合計 12,572 14,404

資産合計 78,860 76,925

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,110 30,876

短期借入金 2,028 2,013

未払法人税等 573 603

賞与引当金 849 772

その他 2,028 2,605

流動負債合計 38,590 36,871

固定負債   

長期借入金 884 756

退職給付引当金 646 648

負ののれん 1,378 1,126

その他 354 135

固定負債合計 3,264 2,666

負債合計 41,855 39,537

㈱立花エレテック（8159）平成25年3月期 第2四半期決算短信

－5－



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,692 5,692

資本剰余金 5,571 5,571

利益剰余金 26,059 27,036

自己株式 △496 △496

株主資本合計 36,827 37,804

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 634 35

繰延ヘッジ損益 4 △2

為替換算調整勘定 △531 △519

その他の包括利益累計額合計 108 △487

少数株主持分 69 71

純資産合計 37,004 37,388

負債純資産合計 78,860 76,925
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 60,974 59,351

売上原価 52,848 51,706

売上総利益 8,125 7,645

販売費及び一般管理費 6,349 6,171

営業利益 1,776 1,473

営業外収益   

受取利息 15 16

受取配当金 77 78

負ののれん償却額 252 252

為替差益 － 35

持分法による投資利益 － 21

その他 135 158

営業外収益合計 481 563

営業外費用   

支払利息 21 21

売上割引 91 87

為替差損 6 －

その他 19 13

営業外費用合計 138 122

経常利益 2,118 1,914

特別利益   

投資有価証券売却益 14 －

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 14 0

特別損失   

固定資産除却損 1 1

投資有価証券評価損 118 103

減損損失 3 －

訴訟損失引当金繰入額 330 －

特別損失合計 453 105

税金等調整前四半期純利益 1,679 1,809

法人税等 572 621

少数株主損益調整前四半期純利益 1,107 1,187

少数株主利益 1 3

四半期純利益 1,105 1,184
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,107 1,187

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △367 △599

繰延ヘッジ損益 △3 △7

為替換算調整勘定 △11 11

その他の包括利益合計 △381 △595

四半期包括利益 725 592

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 723 589

少数株主に係る四半期包括利益 1 3
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,679 1,809

減価償却費 170 162

負ののれん償却額 △252 △252

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34 △17

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 330 －

受取利息及び受取配当金 △92 △95

支払利息 21 21

為替差損益（△は益） 16 27

持分法による投資損益（△は益） － △21

投資有価証券評価損益（△は益） 118 103

固定資産売却損益（△は益） － △0

売上債権の増減額（△は増加） 262 1,999

たな卸資産の増減額（△は増加） △897 796

仕入債務の増減額（△は減少） △1,147 △2,434

その他 △225 239

小計 18 2,338

利息及び配当金の受取額 93 99

利息の支払額 △21 △22

法人税等の支払額 △1,168 △581

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,077 1,834

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △50 △0

有形固定資産の取得による支出 △21 △59

有形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △908 △3,075

投資有価証券の売却による収入 35 －

有価証券の償還による収入 660 180

投資有価証券の償還による収入 50 －

その他 △398 △184

投資活動によるキャッシュ・フロー △632 △3,140

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） △117 20

長期借入れによる収入 100 141

長期借入金の返済による支出 △127 △303

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △249 △208

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △395 △352

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,130 △1,688

現金及び現金同等物の期首残高 12,166 13,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,035 11,832
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該当事項はありません。 

  

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 

前第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） 

 
（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ソリューション事業」及び「貿

易」を含んでおります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日） 

 
（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ソリューション事業」及び「貿

易」を含んでおります。 

  

② 報告セグメントの変更等に関する事項 

前第２四半期連結累計期間において報告セグメントとしておりました「ソリューション事業」及び

「貿易」につきましては、当第１四半期連結会計期間より、金額的重要性が乏しいため「その他」の

区分に含めております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作

成したものを開示しております。 

  

（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
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業

情報通信
事業

施設事業 計

売上高

外部顧客への売上高 28,740 23,230 2,130 5,165 59,267 1,707 60,974 － 60,974

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － － －

計 28,740 23,230 2,130 5,165 59,267 1,707 60,974 － 60,974

セグメント利益又は損失(△) 

(営業利益又は営業損失(△))
1,166 709 △109 17 1,783 △7 1,776 － 1,776

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業

情報通信
事業

施設事業 計

売上高

外部顧客への売上高 28,239 22,020 2,584 5,055 57,899 1,452 59,351 － 59,351

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － － －

計 28,239 22,020 2,584 5,055 57,899 1,452 59,351 － 59,351

セグメント利益又は損失(△) 

(営業利益又は営業損失(△))
997 422 △33 91 1,477 △4 1,473 － 1,473
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  ＜参考情報＞ 

    ご参考までに、地域ごとの売上高は、以下の通りであります。 

前第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） 

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 
  

該当事項はありません。 

  

連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 

当第１四半期連結会計期間より、株式の取得により㈱高木商会を新たに持分法適用の範囲に含めて

おります。 

  

(単位：百万円)

日本 アジア その他 合計

53,010 7,931 31 60,974

(単位：百万円)

日本 アジア その他 合計

51,441 7,886 23 59,351

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他の注記事項
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