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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） 

 

(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 ％

25年3月期第2四半期 5,094 8.4 682 9.1 684 7.6 399 27.0
24年3月期第2四半期 4,701 4.1 625 25.2 635 27.3 314 23.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 348百万円 （13.6％） 24年3月期第2四半期 306百万円 （46.0％）

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 27.06 ―
24年3月期第2四半期 21.31 ―

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 12,787 9,062 70.9
24年3月期 12,390 8,892 71.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,062百万円 24年3月期  8,892百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 12.00 15.00
25年3月期 ― 4.00
25年3月期（予想） ― 6.00 10.00

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）  
（％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  ：  無   

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 9,400 △0.8 990 △12.4 1,000 △12.1 520 △10.5 35.19



(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 

（注） 第１四半期より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Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）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） 

※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ます。なお、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す。 

※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については、添付資料
Ｐ．２「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 15,486,000 株 24年3月期 15,486,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 711,428 株 24年3月期 710,006 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 14,774,975 株 24年3月期2Q 14,776,563 株
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（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、東日本大震災からの復興需要とエコカー補助金などの政策効

果に支えられ、堅調に推移しましたが、消費者マインドの改善一服や政策効果が一巡したことに加え、欧州債務問

題が再燃したことで世界経済の減速感が広がり、景気は足踏み状態となりました。  

 このような状況の下、当社グループは、さらなる受注獲得活動を展開し、遊技機器・画像機器・車載機器市場で

確実な商談成約につなげました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は50億94百万円（前年同四半期比8.4％増）、利益面につきま

しては営業利益６億82百万円（同9.1％増）、経常利益６億84百万円（同7.6％増）、四半期純利益３億99百万円

（同27.0％増）となりました。 

 なお、当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているた

め、セグメント別の記載を省略しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況   

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ３億97百万円増加し、127億87百万円

となりました。これは、現金及び預金の増加額２億61百万円並びに商品及び製品の増加額１億39百万円があった

こと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ２億26百万円増加し、37億25百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金の増加額２億84百万円等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億70百万円増加し、90億62百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末に比べ、0.9ポイント下降し、70.9％となりました。 

②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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ２億61百万円増加（前年同四半期は１億31百万円の増加）し、当第２四半期連結会計期間末には19億13百万円

（前年同四半期末は19億54百万円）となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）    

 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は８億58百万円（前年同四半期は２億１百万

円の獲得）となりました。これは、法人税等の支払額３億22百万円及びたな卸資産の増加額１億74百万円があっ

たものの、税金等調整前四半期純利益の計上６億76百万円、減価償却費の計上３億77百万円並びに仕入債務の増

加額２億81百万円があったこと等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）    

 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は３億78百万円（前年同四半期は91百万円の

獲得）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出３億64百万円があったこと等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）    

 当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は２億14百万円（前年同四半期は１億56百万

円の使用）となりました。これは、配当金の支払額１億75百万円があったこと等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 

 平成24年５月７日に「平成24年３月期決算短信」において公表いたしました第２四半期累計期間の業績予想を変

更しております。具体的内容については、平成24年10月22日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

 なお、通期の業績予想につきましては、平成24年５月７日公表のとおりであり、変更はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

   

（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 

（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）   

 当社は、法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四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

純利益はそれぞれ2,733千円増加しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 1,651,294 1,913,165

受取手形及び売掛金 4,113,001 4,012,021

商品及び製品 378,184 517,834

仕掛品 39,998 45,224

原材料及び貯蔵品 495,852 524,731

その他 425,262 459,203

貸倒引当金 △4,352 △4,266

流動資産合計 7,099,241 7,467,915

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 972,592 964,632

機械装置及び運搬具（純額） 1,191,447 1,235,696

工具、器具及び備品（純額） 273,384 274,624

土地 1,171,754 1,171,754

建設仮勘定 22,653 53,240

有形固定資産合計 3,631,833 3,699,947

無形固定資産 58,721 56,931

投資その他の資産   

投資有価証券 505,239 440,356

その他 1,095,562 1,122,590

投資その他の資産合計 1,600,802 1,562,946

固定資産合計 5,291,357 5,319,825

資産合計 12,390,598 12,787,740

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,459,139 1,743,744

短期借入金 150,000 150,000

1年内償還予定の社債 268,000 250,000

未払法人税等 333,088 293,196

賞与引当金 207,167 225,486

役員賞与引当金 55,000 28,200

その他 428,957 451,170

流動負債合計 2,901,352 3,141,797

固定負債   

社債 320,000 300,000

退職給付引当金 240,040 246,399

その他 36,836 36,857

固定負債合計 596,877 583,256

負債合計 3,498,229 3,725,054



（単位：千円）

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 1,617,000 1,617,000

資本剰余金 1,440,058 1,440,058

利益剰余金 5,938,647 6,161,254

自己株式 △165,837 △166,258

株主資本合計 8,829,868 9,052,054

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 72,364 23,236

為替換算調整勘定 △9,863 △12,603

その他の包括利益累計額合計 62,500 10,632

純資産合計 8,892,368 9,062,686

負債純資産合計 12,390,598 12,787,740



（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 4,701,178 5,094,189

売上原価 3,316,770 3,612,933

売上総利益 1,384,408 1,481,255

販売費及び一般管理費 758,625 798,724

営業利益 625,782 682,531

営業外収益   

受取利息 200 407

受取配当金 9,838 9,135

保険返戻金 6,789 －

その他 1,992 1,376

営業外収益合計 18,821 10,919

営業外費用   

支払利息 4,399 4,154

為替差損 3,034 4,855

その他 1,298 46

営業外費用合計 8,733 9,056

経常利益 635,870 684,394

特別利益   

投資有価証券売却益 660 －

特別利益合計 660 －

特別損失   

固定資産除却損 518 7,444

投資有価証券評価損 42,356 352

ゴルフ会員権評価損 8,995 －

特別損失合計 51,870 7,796

税金等調整前四半期純利益 584,661 676,597

法人税、住民税及び事業税 270,227 282,221

法人税等調整額 △548 △5,541

法人税等合計 269,678 276,679

少数株主損益調整前四半期純利益 314,982 399,918

四半期純利益 314,982 399,918



（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 314,982 399,918

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,326 △49,128

為替換算調整勘定 △4,340 △2,739

その他の包括利益合計 △8,666 △51,867

四半期包括利益 306,315 348,050

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 306,315 348,050

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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 584,661 676,597

減価償却費 352,108 377,414

貸倒引当金の増減額（△は減少） 539 △85

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,886 18,357

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 △26,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,326 6,358

受取利息及び受取配当金 △10,039 △9,543

支払利息 4,399 4,154

為替差損益（△は益） 2,908 2,143

固定資産除却損 518 7,444

投資有価証券売却損益（△は益） △660 －

投資有価証券評価損益（△は益） 42,356 352

ゴルフ会員権評価損 8,995 －

売上債権の増減額（△は増加） △520,200 98,944

たな卸資産の増減額（△は増加） △146,161 △174,659

仕入債務の増減額（△は減少） 262,048 281,826

その他 △108,176 △87,183

小計 504,511 1,175,319

利息及び配当金の受取額 10,040 9,615

利息の支払額 △4,430 △4,181

法人税等の支払額 △308,225 △322,583

営業活動によるキャッシュ・フロー 201,896 858,170

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △206,088 △364,743

投資有価証券の取得による支出 △401 △11,471

投資有価証券の売却による収入 49,922 －

貸付金の回収による収入 1,498 1,240

保険積立金の積立による支出 △37,392 △2,185

保険積立金の払戻による収入 285,386 －

その他 △1,452 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 91,471 △378,159

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △38,000 △38,000

自己株式の取得による支出 △142 △420

配当金の支払額 △118,574 △175,627

その他 △42 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,759 △214,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,521 △4,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,086 261,871

現金及び現金同等物の期首残高 1,823,221 1,651,294

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,954,308 1,913,165



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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