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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 140,700 10.9 7,373 15.9 7,379 14.6 4,282 35.1
24年3月期第3四半期 126,901 4.7 6,359 15.2 6,438 13.2 3,170 17.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 4,189百万円 （52.0％） 24年3月期第3四半期 2,755百万円 （6.5％）

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 194.42 193.99
24年3月期第3四半期 144.24 144.17

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 121,329 74,884 61.4
24年3月期 121,694 72,373 59.2

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  74,516百万円 24年3月期  72,088百万円

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 ― 86.00 86.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 91.00 91.00

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 185,000 2.7 8,900 0.4 9,100 1.8 4,800 8.0 211.20



(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）詳細は、添付資料P.２「サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
経済状況・市況環境等に係るリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と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3Q 23,400,000 株 24年3月期 23,400,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,329,479 株 24年3月期 1,387,928 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 22,024,972 株 24年3月期3Q 21,977,796 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経済は、東日本大震災後の復興需要などによって内需が下支えされ、

企業収益や個人消費に回復が見られたものの、世界経済の減速や日中関係の悪化を背景に欧州や中国向けの輸出が

落ち込むなど、不安定な状況が続きました。 

 当社グループの係わる電設資材業界は、被災地復興に向けた公共投資に加え、政府の住宅取得支援策や過去 低

水準に下がった住宅ローン金利が住宅建設の追い風となるなど、事業環境は緩やかな回復基調にありました。 

 また、自社製品の係わる空調業界は、引き続き電力不安に伴う節電機運を背景に省エネ製品への関心が高まるな

か、猛暑の影響により、平成24年度第３四半期累計のルームエアコンの国内出荷台数は688万台（前年同期比2.7％

増）となるなど、好調に推移しました。 

 このような情勢のなか、当社グループは省エネ・環境配慮型商品などを積極的に販売することにより増収増益と

なりました。 

 この結果、連結売上高1,407億円（前年同期比10.9％増）、連結営業利益73億73百万円（前年同期比15.9％

増）、連結経常利益73億79百万円（前年同期比14.6％増）、連結四半期純利益42億82百万円（前年同期比35.1％

増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

＜電設資材事業＞ 

 震災後の電力不安を背景に、自家発電設備の売上が大幅に増加したことに加え、節電対策としてＬＥＤ照明が増

収となったほか、受配電設備、工具類など幅広い商品において売上が増加した結果、連結売上高923億87百万円

（前年同期比16.7％増）となりました。 

＜産業機器事業＞ 

 製造業の海外移転の加速により国内需要が縮小している環境下、需要が旺盛なスマートフォン、ＥＶ（電気自動

車）、ＬＥＤ照明関連向け製造業への制御機器の売上が堅調に推移した結果、連結売上高165億45百万円（前年同

期比0.2％増）となりました。 

＜自社製品事業＞ 

 前年における値上げ効果や震災後の一時的な需要増に対する反動により空調用被覆銅管の売上は減少したもの

の、ルームエアコン国内出荷台数の増加に伴い、主力製品である空調配管化粧カバー「スリムダクトシリーズ」な

どの売上が増加した結果、連結売上高317億66百万円（前年同期比2.0％増）となりました。   

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成24年５月14日公表の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）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。 

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

１．当四半期決算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
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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 23,834 23,499

受取手形及び売掛金 53,668 51,383

有価証券 1,296 1,435

商品及び製品 7,806 12,007

仕掛品 96 108

原材料及び貯蔵品 476 472

その他 2,832 1,418

貸倒引当金 △21 △15

流動資産合計 89,990 90,310

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,098 13,099

その他（純額） 6,369 6,162

有形固定資産合計 19,468 19,262

無形固定資産 1,836 2,097

投資その他の資産   

投資有価証券 8,232 7,098

その他 2,264 2,650

貸倒引当金 △98 △90

投資その他の資産合計 10,399 9,658

固定資産合計 31,703 31,018

資産合計 121,694 121,329

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,660 37,441

未払法人税等 1,741 719

賞与引当金 2,700 1,631

役員賞与引当金 84 87

その他 1,805 2,137

流動負債合計 44,992 42,017

固定負債   

退職給付引当金 23 13

その他 4,304 4,413

固定負債合計 4,328 4,426

負債合計 49,320 46,444

因幡電機産業㈱　（9934）　平成25年３月期第３四半期決算短信

－3－



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,120 8,120

資本剰余金 8,328 8,328

利益剰余金 58,772 61,144

自己株式 △3,622 △3,470

株主資本合計 71,599 74,123

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 527 419

為替換算調整勘定 △38 △26

その他の包括利益累計額合計 489 392

新株予約権 237 316

少数株主持分 48 51

純資産合計 72,373 74,884

負債純資産合計 121,694 121,329
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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 126,901 140,700

売上原価 106,789 118,929

売上総利益 20,111 21,770

販売費及び一般管理費 13,751 14,396

営業利益 6,359 7,373

営業外収益   

受取利息 56 59

受取配当金 142 131

仕入割引 668 652

その他 128 116

営業外収益合計 996 960

営業外費用   

支払利息 29 30

売上割引 812 825

その他 76 98

営業外費用合計 918 954

経常利益 6,438 7,379

特別利益   

投資有価証券売却益 67 37

固定資産売却益 0 2

新株予約権戻入益 － 1

特別利益合計 67 40

特別損失   

投資有価証券評価損 784 213

固定資産除却損 4 6

固定資産売却損 2 0

投資有価証券売却損 － 0

特別損失合計 791 220

税金等調整前四半期純利益 5,714 7,200

法人税、住民税及び事業税 1,787 2,526

法人税等調整額 758 388

法人税等合計 2,545 2,914

少数株主損益調整前四半期純利益 3,168 4,285

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 3

四半期純利益 3,170 4,282
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（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 3,168 4,285

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △375 △108

為替換算調整勘定 △37 12

その他の包括利益合計 △412 △96

四半期包括利益 2,755 4,189

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,757 4,185

少数株主に係る四半期包括利益 △1 3
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

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 

（注）  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行取次業サービス等を含んでお

ります。 

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

その他 
（注） 合計

電設資材事業 産業機器事業 自社製品事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  79,169  16,505  31,143  126,818  82  126,901

セグメント間の内部売上高
又は振替高  241  749  1,595  2,586  48  2,635

計  79,411  17,254  32,739  129,405  131  129,537

セグメント利益  1,023  656  6,074  7,754  △3  7,751

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  7,754

「その他」の区分の利益  △3

セグメント間取引消去  △77

全社費用（注）  △2,191

その他の調整額  231

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  5,714
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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 

（注）  前連結会計年度において「その他」の区分の事業を行っていた連結子会社について、株式を譲渡し連結の範囲

から除外したことから、「その他」の区分の事業はなくなっております。 

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

その他 
（注） 合計

電設資材事業 産業機器事業 自社製品事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  92,387  16,545  31,766  140,700  －  140,700

セグメント間の内部売上高
又は振替高  265  834  1,683  2,783  －  2,783

計  92,653  17,380  33,450  143,484  －  143,484

セグメント利益  2,152  630  6,068  8,851  －  8,851

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  8,851

「その他」の区分の利益  －

セグメント間取引消去  106

全社費用（注）  △1,970

その他の調整額  212

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  7,200

因幡電機産業㈱　（9934）　平成25年３月期第３四半期決算短信
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