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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 21,375 26.9 △31 ― 67 △44.6 △230 ―
24年3月期第2四半期 16,839 △19.2 △25 ― 121 △46.7 △219 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △620百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △622百万円 （―％）

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2四半期 △8.63 ―
24年3月期第2四半期 △8.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 30,294 10,245 33.8 382.86
24年3月期 31,419 10,867 34.6 406.05
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,245百万円 24年3月期  10,867百万円

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  
(注）平成25年３月期の配当に関しましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

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 43,000 10.8 500 417.0 700 171.2 400 ― 14.95



(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仮定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]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。 

※  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 27,899,592 株 24年3月期 27,899,592 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,137,660 株 24年3月期 1,136,916 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 26,762,229 株 24年3月期2Q 26,764,855 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、復興関連需要等を背景とした緩やかな景気回復の動きに足踏

みが見られ、また長期化する円高と欧州での債務危機及び米国の財政緊縮問題から端を発した世界経済の落ち込み

から、これまでの牽引役であった中国やアジア新興国経済の成長鈍化等により、引き続き先行きは不透明な状況で

推移しております。 

 このような環境の下、当第２四半期連結累計期間における当グループの売上高は、昨年11月より連結子会社とな

ったサンコースプリング株式会社の売上と重電関連の底上げにより、前年同期に比べ45億35百万円増加し、213億

75百万円となりました。売上総利益も同様の理由により、前年同期に比べ２億65百万円増加し、24億50百万円とな

りましたが、営業利益は前年同期に比べ６百万円減少し、31百万円の損失となりました。経常利益につきましては

持分法による投資利益が下振れした影響で、前年同期に比べ54百万円減少し、67百万円となりました。四半期純利

益につきましては、投資有価証券評価損の発生などにより、前年同期に比べ11百万円減少し、２億30百万円の損失

となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当グループの当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては、現金及び預金、投資有価証券の減少

などにより、前連結会計年度末に比べ11億24百万円減少し、302億94百万円となりました。 

 負債につきましては、短期借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ５億３百万円減少し、200億48百

万円となりました。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ６億21百万円減

少し、102億45百万円となりました。 

  

（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は、前年同四半期連結累計期間に比べ84百万円減少し、27

億57百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ４億18百万円減少し、

１億12百万円の支出となりました。これは、売上債権の増減額の減少などによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ４億55百万円減少し、

18百万円の支出となりました。これは、投資有価証券の売却による収入の減少などによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ４億96百万円減少し、

６億50百万円の支出となりました。これは、短期借入金の減少など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 

 当第２四半期における業績は概ね予定通り推移しており、平成24年11月６日発表の通期連結業績予想に変更はあ

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  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

 当該減価償却方法の変更による影響は軽微であります。 

   

   

   

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：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 3,819 3,060

受取手形及び売掛金 14,451 14,330

有価証券 27 39

商品及び製品 2,030 2,191

仕掛品 32 68

原材料及び貯蔵品 203 192

前渡金 292 784

繰延税金資産 65 62

その他 1,092 994

貸倒引当金 △16 △41

流動資産合計 21,998 21,682

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,074 1,083

減価償却累計額 △672 △679

建物及び構築物（純額） 402 404

機械装置及び運搬具 357 358

減価償却累計額 △320 △325

機械装置及び運搬具（純額） 36 32

工具、器具及び備品 751 743

減価償却累計額 △632 △643

工具、器具及び備品（純額） 118 99

土地 875 875

リース資産 72 74

減価償却累計額 △6 △15

リース資産（純額） 66 59

有形固定資産合計 1,499 1,470

無形固定資産   

のれん 793 702

その他 309 282

無形固定資産合計 1,103 985

投資その他の資産   

投資有価証券 5,533 4,855

長期貸付金 45 39

その他 1,305 1,264

貸倒引当金 △66 △3

投資その他の資産合計 6,817 6,155

固定資産合計 9,420 8,611

資産合計 31,419 30,294



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,665 11,466

1年内償還予定の社債 300 300

短期借入金 4,343 3,907

リース債務 14 14

未払法人税等 55 63

前受金 334 1,060

賞与引当金 167 153

繰延税金負債 39 9

その他 825 577

流動負債合計 17,744 17,552

固定負債   

社債 300 150

長期借入金 1,311 1,256

リース債務 53 46

長期未払金 13 13

繰延税金負債 201 86

退職給付引当金 922 937

資産除去債務 4 4

固定負債合計 2,807 2,495

負債合計 20,552 20,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,030 5,030

資本剰余金 4,630 4,630

利益剰余金 1,942 1,711

自己株式 △343 △343

株主資本合計 11,259 11,028

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △49 △410

繰延ヘッジ損益 48 △25

為替換算調整勘定 △392 △346

その他の包括利益累計額合計 △392 △782

純資産合計 10,867 10,245

負債純資産合計 31,419 30,294



（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 16,839 21,375

売上原価 14,654 18,924

売上総利益 2,184 2,450

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 880 941

従業員賞与 2 3

賞与引当金繰入額 124 129

退職給付費用 88 87

減価償却費 64 77

貸倒引当金繰入額 △2 25

その他 1,052 1,217

販売費及び一般管理費合計 2,210 2,482

営業損失（△） △25 △31

営業外収益   

受取利息 3 7

受取配当金 61 50

受取賃貸料 1 1

為替差益 － 1

持分法による投資利益 127 86

その他 11 11

営業外収益合計 205 159

営業外費用   

支払利息 25 39

有価証券償還損 7 11

為替差損 10 －

その他 15 8

営業外費用合計 58 60

経常利益 121 67

特別利益   

投資有価証券売却益 221 33

特別利益合計 221 33

特別損失   

投資有価証券売却損 22 －

投資有価証券評価損 351 267

ゴルフ会員権評価損 0 －

訴訟関連損失 135 －

特別損失合計 510 267

税金等調整前四半期純損失（△） △167 △166

法人税、住民税及び事業税 52 61

法人税等調整額 0 2

法人税等合計 52 64

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △219 △230

四半期純損失（△） △219 △230



（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損失（△） △219 △230

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △352 △361

繰延ヘッジ損益 △71 △74

為替換算調整勘定 17 41

持分法適用会社に対する持分相当額 3 3

その他の包括利益合計 △402 △390

四半期包括利益 △622 △620

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △622 △620



（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損失（△） △167 △166

減価償却費 64 92

のれん償却額 24 91

持分法による投資損益（△は益） △127 △86

賞与引当金の増減額（△は減少） △14 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △38

受取利息及び受取配当金 △65 △58

支払利息 25 39

投資有価証券評価損益（△は益） 351 267

固定資産除売却損益（△は益） － 1

投資有価証券売却損益（△は益） △199 △32

売上債権の増減額（△は増加） 1,430 138

たな卸資産の増減額（△は増加） △640 △179

前渡金の増減額（△は増加） △291 △492

未収入金の増減額（△は増加） 171 △56

その他の流動資産の増減額（△は増加） △71 75

仕入債務の増減額（△は減少） △400 △235

未払金の増減額（△は減少） 32 △273

前受金の増減額（△は減少） 171 726

その他の流動負債の増減額（△は減少） 0 △1

その他 11 84

小計 304 △103

利息及び配当金の受取額 111 84

利息の支払額 △24 △40

法人税等の支払額 △85 △52

営業活動によるキャッシュ・フロー 305 △112

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △198 △250

定期預金の払戻による収入 200 260

有価証券の取得による支出 △50 △39

投資有価証券の取得による支出 △515 △97

投資有価証券の売却による収入 1,018 154

出資金の払込による支出 － △31

固定資産の取得による支出 △74 △10

固定資産の売却による収入 － 1

差入保証金の増減額（△は増加） △1 △2

その他 57 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 436 △18



（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) 

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） 240 △497

長期借入れによる収入 － 300

長期借入金の返済による支出 △143 △295

社債の償還による支出 △150 △150

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △99 △0

その他 △2 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △154 △650

現金及び現金同等物に係る換算差額 17 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 605 △762

現金及び現金同等物の期首残高 2,205 3,519

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 30 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,841 2,757



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 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） 

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  

（単位：百万円）

（注）  セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

  

Ⅱ 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） 

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  

（単位：百万円）

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額４百万円は、棚卸資産の調整によるものであります。   

   ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

（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

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント 

調整額 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注） 

基幹産業 
関連部門  

電子・制御 
システム 
関連部門 

産業素材 
関連部門 

 計 

売上高            

外部顧客への売上高  4,830  5,180  6,828  16,839  －  16,839

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  4,830  5,180  6,828  16,839  －  16,839

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △244  71  146  △25  －  △25

  

報告セグメント  

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

基幹産業 
関連部門  

電子・制御 
システム 
関連部門 

産業素材 
関連部門 

計 

売上高            

外部顧客への売上高  9,234  4,445  7,695  21,375  －  21,375

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 34  17  48  100  △100  －

計  9,269  4,462  7,744  21,475  △100  21,375

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △176  △13  162  △27  △4  △31
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