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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 72,256 4.8 1,264 △5.0 1,323 △3.3 716 6.3
24年3月期第3四半期 68,972 △14.0 1,331 △7.9 1,369 2.8 674 △9.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 943百万円 （165.9％） 24年3月期第3四半期 354百万円 （△29.7％）

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3四半期 20.79 ―
24年3月期第3四半期 19.55 ―

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3四半期 62,359 34,037 54.5 986.15
24年3月期 71,996 33,681 46.7 975.60
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  33,998百万円 24年3月期  33,637百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
25年3月期 ― 8.50 ―
25年3月期（予想） 8.50 17.00

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 112,000 3.8 3,100 1.7 3,100 0.0 1,700 2.9 49.31



(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報告書の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報告書の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 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々の要因によって予想数値と異 
なる結果となる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、【添付資料】Ｐ．３「（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

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3Q 34,907,025 株 24年3月期 34,907,025 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 430,832 株 24年3月期 428,714 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 34,477,332 株 24年3月期3Q 34,485,393 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要や政策効果により内需を中心として

一部に緩やかな回復基調がみられたものの、円高や欧州の債務問題、世界経済の減速懸念など、依然として先行き不

透明な状況で推移しました。 

 当社グループが関連する業界におきましても、電力供給問題を背景とした省エネ関連の需要が旺盛である反面、先

進国向け輸出の低迷や中国をはじめとした新興国の景気減速の影響を受け、引き続き厳しい環境となりました。 

 このような状況下、当社グループは今後も成長が見込まれる環境・エネルギー関連分野に注力し、基幹ビジネスの

進化、ニュービジネスの創出に努めておりますが、ＦＡ分野、半導体デバイス分野が景気減速の影響を受け厳しい事

業環境が続いており、当第３四半期連結累計期間における売上高につきましては72,256百万円（前年同期比4.8％

増）、経常利益につきましては1,323百万円（前年同期比45百万円減）、四半期純利益につきましては716百万円（前

年同期比42百万円増）となりました。 
  
セグメント別の営業の概況 

  
【情通・デバイス事業】 

 情報通信分野では、電子医療装置案件は減少しましたが、セキュリティーに関する需要が底堅く画像映像システ

ムが増加し前年並みの水準となりました。 

 半導体・デバイス分野では、ハードディスクドライブ用マイコンが一部商品の終息により減少し、また産業用パ

ワーデバイスもアジア市場での生産調整を受け減少したことにより苦戦しました。 

 その結果、当該事業としては7.0%の減収となりました。 
  
【ＦＡシステム事業】 

 ＦＡ分野では、主力のコントローラー、駆動制御機器が液晶・半導体製造装置メーカーや機械装置メーカーの需

要低迷、及び環境関連産業向け装置の需要停滞が長期化したため低調に推移しました。 

 産業メカトロニクス分野では、放電加工機・レーザー加工機が自動車関連等において一部生産が回復傾向となり

ましたが、当該事業としては2.7%の減収となりました。 
  
【ビル設備事業】 

 設備分野では、データセンター向け無停電電源装置は通信・情報業界等の大型設備投資案件が減少しましたが、

発電機の需要は引続き底堅く、またＬＥＤ照明が伸長し前年並みの水準となりました。 

 空調冷熱分野では、空調機器が節電を目的としたリプレース需要により好調に推移しました。 

 その結果、当該事業としては1.3%の増収となりました。 
  
【インフラ事業】 

 交通分野では、車載電機品がやや減少したものの列車無線の需要回復並びに新幹線新線向け等受変電設備案件の

継続売上により好調に推移しました。 

 その結果、当該事業としては40.8%の増収となりました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

       (単位：百万円)

    前第３四半期連結 

累計期間 

当第３四半期連結 

累計期間 

増減率 

    増減額 

情通・デバイス事業  
売 上 高  19,540  18,176 % △7.0

経常利益  252  232  △20

ＦＡシステム事業 
売 上 高  27,200  26,477 % △2.7

経常利益  1,100  754  △345

ビル設備事業 
売 上 高  9,351  9,468 % 1.3

経常利益  30  214  183

インフラ事業 
売 上 高  12,880  18,133 % 40.8

経常利益  △80  53  133



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、62,359百万円（前連結会計年度末比9,637百万円減）となりま

した。 

 流動資産は、51,554百万円（前連結会計年度末比9,787百万円減）となりました。これは、前連結会計年度末と

比較して、現金及び預金が422百万円減少、受取手形及び売掛金が9,221百万円減少、有価証券が600百万円減少し

たことが主要な要因であります。 

 固定資産は、10,804百万円（前連結会計年度末比150百万円増）となりました。これは、前連結会計年度末と比

較して、有形固定資産が30百万円増加、投資有価証券が398百万円増加、無形固定資産が160百万円減少、繰延税金

資産が102百万円減少したことが主要な要因であります。 

 一方、流動負債は、26,672百万円（前連結会計年度末比10,159百万円減）となりました。これは、前連結会計年

度末と比較して、支払手形及び買掛金が8,587百万円減少、賞与引当金が637百万円減少、未払金が1,262百万円減

少したことが主要な要因であります。 

 固定負債は、1,648百万円（前連結会計年度末比167百万円増）となりました。 

 純資産は、34,037百万円（前連結会計年度末比355百万円増）となりました。これは、前連結会計年度末と比較

して、四半期純利益を716百万円計上した一方、配当金の支払により586百万円が減少し、その他有価証券評価差額

金が231百万円増加したことが主要な要因であります。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は54.5％、１株当たり純資産額は986円15銭とな

りました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績については平成24年10月30日に公表した業績予想から変更しておりません。   

   

（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。 

これによる損益に与える影響額は軽微であります。   

   

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,381 5,959

受取手形及び売掛金 31,766 22,544

有価証券 16,896 16,296

商品及び製品 3,794 5,007

原材料及び貯蔵品 3 0

その他 2,542 1,774

貸倒引当金 △42 △29

流動資産合計 61,342 51,554

固定資産   

有形固定資産 4,689 4,719

無形固定資産 584 423

投資その他の資産   

その他 5,446 5,724

貸倒引当金 △66 △62

投資その他の資産合計 5,379 5,661

固定資産合計 10,653 10,804

資産合計 71,996 62,359



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,348 21,760

未払法人税等 658 103

引当金 1,236 588

その他 4,589 4,220

流動負債合計 36,832 26,672

固定負債   

退職給付引当金 814 918

役員退職慰労引当金 232 47

その他 434 682

固定負債合計 1,481 1,648

負債合計 38,314 28,321

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 5,362 5,362

利益剰余金 22,906 22,949

自己株式 △230 △231

株主資本合計 33,613 33,655

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △324 △93

土地再評価差額金 616 703

為替換算調整勘定 △268 △267

その他の包括利益累計額合計 23 343

少数株主持分 44 38

純資産合計 33,681 34,037

負債純資産合計 71,996 62,359



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 68,972 72,256

売上原価 59,706 62,981

売上総利益 9,266 9,274

販売費及び一般管理費 7,934 8,010

営業利益 1,331 1,264

営業外収益   

受取利息 27 27

受取配当金 83 80

仕入割引 19 18

その他 58 61

営業外収益合計 189 187

営業外費用   

支払利息 5 5

売上割引 48 48

手形売却損 9 9

債権売却損 26 19

為替差損 28 11

その他 32 32

営業外費用合計 151 127

経常利益 1,369 1,323

特別利益   

投資有価証券償還益 21 －

その他 0 －

特別利益合計 21 －

特別損失   

固定資産除却損 0 8

減損損失 － 26

投資有価証券評価損 1 56

特別損失合計 1 91

税金等調整前四半期純利益 1,389 1,232

法人税、住民税及び事業税 372 323

法人税等調整額 352 197

法人税等合計 724 521

少数株主損益調整前四半期純利益 664 710

少数株主損失（△） △9 △5

四半期純利益 674 716



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 664 710

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △367 231

土地再評価差額金 90 －

為替換算調整勘定 △32 0

その他の包括利益合計 △309 232

四半期包括利益 354 943

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 364 948

少数株主に係る四半期包括利益 △9 △5



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

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 

    

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）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及び営業外損益であります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

情通・ 
デバイス事業  

FAシステム事業 ビル設備事業 インフラ事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  19,540  27,200  9,351  12,880  68,972

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 88  171  62  1  324

計  19,628  27,372  9,414  12,881  69,297

セグメント利益又は 

損失(△)  
 252  1,100  30  △80  1,302

  （単位：百万円）

利益 金額   

報告セグメント計  1,302

全社費用（注）  67

四半期連結損益計算書の経常利益  1,369



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日） 

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 

    

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）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及び営業外損益であります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。   

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

情通・ 
デバイス事業  

FAシステム事業 ビル設備事業 インフラ事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  18,176  26,477  9,468  18,133  72,256

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 79  124  60  0  264

計  18,256  26,602  9,528  18,133  72,521

セグメント利益  232  754  214  53  1,253

  （単位：百万円）

利益 金額   

報告セグメント計  1,253

全社費用（注）  69

四半期連結損益計算書の経常利益  1,323
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