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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 12,121 △4.3 296 △24.2 128 △24.6 55 △61.0
24年3月期第2四半期 12,666 △24.7 391 △48.2 169 △11.6 143 △32.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 7百万円 （△92.5％） 24年3月期第2四半期 103百万円 （―％）

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 0.87 ―
24年3月期第2四半期 2.24 ―

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 19,399 4,450 22.9
24年3月期 20,955 4,443 21.2
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,450百万円 24年3月期  4,443百万円

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

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 24,900 2.7 1,000 31.0 750 68.3 600 58.3 9.39



(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 

「四半期連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものです。詳細は、添付資料P．4の 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」をご覧下さい。 

(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
半期財務諸表の四半期レビュー手続は、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など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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

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 63,870,025 株 24年3月期 63,870,025 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 485 株 24年3月期 464 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 63,869,555 株 24年3月期2Q 63,869,561 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、期初には企業収益や個人消費に持ち直しが見られ

たものの、長引く欧州債務問題を背景に景気の減速が中国など新興国にも波及し、第２四半期に入り輸

出産業や製造業の不振が鮮明になりました。 

半導体・電子部品業界におきましては、自動車関連やスマートフォン、タブレット端末向けなどは堅

調に推移したものの、設備投資関連は前年比大幅減となるなど厳しい状況が続いております。ただ一方

では、環境・省エネルギー分野は今後も拡大し、復興関連需要は今後増加することも予想されておりま

す。 

このような事業環境のもと、当社は中華圏を中心とした海外向け販売の拡大に注力するとともに、成

長市場と位置付ける環境対応車、太陽光発電、LED照明、産業機器市場への製販一体となった取り組み

を強化してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が前年同期比５億45百万円（4.3%）減の121

億21百万円となりました。うち製品は同12億７百万円（14.9%）減の68億85百万円、商品は同６億62百

万円（14.5%）増の52億35百万円となりました。 

事業別には 

① ディスクリート事業は、環境対応車やスマートフォン向けが前年同期に比べ大幅に増加しました

が、デジタル家電向けなどの減少をカバーできず、売上高は前年同期比２億13百万円（5.1%）減

の39億81百万円となりました。 

② モジュール事業は、新製品のモールド型モジュールが環境対応車向けに大きな伸びを示しました

が、グローバル経済の停滞の影響から企業の設備投資が減退し、主力とするインバータ、UPS、産

業用電源向けの減少から、売上高は前年同期比9億94百万円（25.5%）減の29億４百万円となりま

した。 

③ 商品事業は、採算性の良いカスタム電源などの開発商品、ならびに電気部品が伸長し、売上高は

前年同期比で大幅増となりました。 

損益面におきましては、固定費の削減を始めとする徹底した原価低減に加え、成長市場への営業活動

を積極的に行ってまいりましたが、モジュール製品の売上減少の影響が大きく、営業利益は前年同期比

94百万円（24.2%）減の２億96百万円となりました。事業別では、ディスクリート事業は前年同期比23

百万円（21.0%）減の88百万円、モジュール事業は前年同期比４億13百万円（63.7%）減の２億35百万

円、商品事業は前年同期比２億89百万円（276.2%）増の３億94百万円の利益となりました。なお、この

他に営業経費として全社費用を前年同期比52百万円（11.1%）減の４億21百万円計上いたしました。経

常利益は、円高による為替差損60百万円の発生もあり、前年同期比41百万円（24.6%）減の１億28百万

円となりました。四半期純利益は、つくば事業所の竜巻被害に伴う損失28百万円、秋田の土地に係る評

価損失14百万円を計上したことなどにより、前年同期比87百万円(61.0%)減の55百万円となりました。 

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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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ15億56百万円減少の193億99百万

円となりました。主な要因といたしましては、受取手形及び売掛金が３億86百万円、原材料及び貯蔵品

が４億22百万円、保証金が２億57百万円それぞれ減少、一方、現金及び預金が２億65百万円増加したこ

とによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末と比べ15億63百万円減少の149億48百万円となりました。主な要因といた

しましては、支払手形及び買掛金が７億89百万円、短期借入金が４億12百万円減少したことによるもの

であります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ7百万円増加の44億50百万円となりました。主な要因といたしま

しては、利益剰余金が55百万円増加したことによるものであります。 

  

通期の業績予想に関しましては、平成24年５月11日の決算発表時点と変更はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

(会計上の見積りの変更と区分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、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。 

この変更が、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に与え

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 4,901 5,167

受取手形及び売掛金 5,863 5,477

商品及び製品 2,321 2,029

仕掛品 1,787 1,543

原材料及び貯蔵品 1,513 1,091

前渡金 0 0

未収入金 101 181

繰延税金資産 10 4

その他 69 61

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 16,564 15,552

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,547 1,479

機械装置及び運搬具（純額） 512 452

土地 883 868

リース資産（純額） 560 499

建設仮勘定 47 1

その他（純額） 90 94

有形固定資産合計 3,641 3,395

無形固定資産 43 36

投資その他の資産

投資有価証券 122 91

長期前払費用 96 94

保証金 317 60

繰延税金資産 26 25

その他 174 171

貸倒引当金 △32 △30

投資その他の資産合計 705 413

固定資産合計 4,390 3,846

資産合計 20,955 19,399
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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 3,872 3,083

短期借入金 1,864 1,452

リース債務 279 282

未払金 310 276

未払費用 151 150

未払法人税等 37 26

賞与引当金 91 12

リース資産減損勘定 209 177

資産除去債務 7 5

その他 66 63

流動負債合計 6,891 5,530

固定負債

長期借入金 7,421 7,421

リース債務 774 634

繰延税金負債 7 7

退職給付引当金 627 659

長期リース資産減損勘定 406 312

資産除去債務 17 19

事業整理損失引当金 290 275

その他 76 86

固定負債合計 9,620 9,417

負債合計 16,512 14,948

純資産の部

株主資本

資本金 2,234 2,234

資本剰余金 1,750 1,750

利益剰余金 910 966

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,894 4,950

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3 △32

為替換算調整勘定 △447 △467

その他の包括利益累計額合計 △451 △499

純資産合計 4,443 4,450

負債純資産合計 20,955 19,399
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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 12,666 12,121

売上原価 10,388 10,108

売上総利益 2,277 2,012

販売費及び一般管理費 1,886 1,715

営業利益 391 296

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 1 1

仕入割引 8 3

物品売却益 20 15

雑収入 16 15

営業外収益合計 49 36

営業外費用

支払利息 140 113

社債発行費償却 6 －

為替差損 95 60

雑支出 28 30

営業外費用合計 270 205

経常利益 169 128

特別利益

災害損失引当金戻入額 40 －

特別利益合計 40 －

特別損失

固定資産除却損 2 4

減損損失 9 14

災害による損失 23 28

投資有価証券評価損 － 3

特別損失合計 35 51

税金等調整前四半期純利益 174 77

法人税等 31 21

少数株主損益調整前四半期純利益 143 55

少数株主利益 － －

四半期純利益 143 55
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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 143 55

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7 △28

為替換算調整勘定 △32 △19

その他の包括利益合計 △39 △47

四半期包括利益 103 7

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 103 7

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

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の金額に関する情報 

(単位：百万円） 

   
（注）１.セグメント利益の調整額は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

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。 

  

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) 

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：百万円） 

 
（注）１.セグメント利益の調整額は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

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.報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結累計期間より、事業部の業績管理を強化する目的でグループ内の損益管理区分を変

更したことに伴い、全社費用を各報告セグメントに配分しない方法に変更しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当該変更後の算定方法に基づき作成したも

のを開示しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

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

ディスクリート 
事業

モジュール
事業

商品
事業

計

売上高

  外部顧客への 
  売上高

4,194 3,899 4,572 12,666 ― 12,666

計 4,194 3,899 4,572 12,666 ― 12,666

 セグメント 
   利益

112 649 104 866 △474 391

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

ディスクリート 
事業

モジュール
事業

商品
事業

計

売上高

  外部顧客への 
  売上高

3,981 2,904 5,235 12,121 ― 12,121

計 3,981 2,904 5,235 12,121 ― 12,121

 セグメント 
    利益

88 235 394 718 △421 296
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 該当事項はありません。 

  

（６）重要な後発事象 

＜Transphorm,Inc.の株式取得について＞ 

当社は、平成24年10月１日開催の取締役会におきまして、米国のTransphorm,Inc.（以下、トラ

ンスフォーム社）の発行するE種優先株式を取得し、業務・資本提携を行うことについて決議いた

しました。 

１.本件の概要 

   (1) 取得する株式の払込日：平成24年10月２日 

   (2) 取得株数：874,891株（関係会社には該当しません。） 

   (3) 取得価格：5,000,002.07米ドル 

同優先株には議決権があります。 

２.株式取得の目的 

トランスフォーム社は、窒化ガリウムテクノロジーのリーディングカンパニーであります。窒化

ガリウムは、電力損失を大幅に低減し省エネに貢献でき、かつ、製品の小型化を実現できる次世代

パワー半導体の新技術として研究開発が進められていますが、トランスフォーム社は、いち早く窒

化ガリウムを使用した電力変換製品の製品化を実現し、その販売の拡大に着手しております。 

一方、当社は、高効率な電力変換・制御を可能にするパワー半導体の開発・製品・販売を柱に事

業を展開しております。トランスフォーム社の株式取得により、当社は販売及び生産について業務

提携を行い、生産工程の一部を担うとともに窒化ガリウム製品を販売いたします。 

  

  

  

（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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