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(百万円未満切捨て)

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）

（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 87,457 △3.0 1,948 △23.1 2,897 △6.0 1,981 18.0
24年３月期第３四半期 90,164 5.6 2,532 26.4 3,083 26.7 1,678 25.3

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 1,840百万円( 77.2％) 24年３月期第３四半期 1,038百万円( 0.9％)

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 95.35 －
24年３月期第３四半期 80.79 －

（２）連結財政状態

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 77,630 38,428 49.4
24年３月期 78,860 37,004 46.8

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 38,355百万円 24年３月期 36,935百万円

２．配当の状況

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 － 10.00 － 10.00 20.00
25年３月期 － 10.00 －

25年３月期(予想) 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 127,500 3.2 3,620 3.9 4,350 1.8 2,600 5.3 125.13

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 
   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 21,381,102株 24年３月期 21,381,102株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 602,108株 24年３月期 601,823株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 20,779,134株 24年３月期３Ｑ 20,779,504株

※ 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、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は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等については、添付資料P.3「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧下さい。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、長引く円高がやや是正されたものの電力供給問

題に加え欧州金融危機や中国経済の減速など企業活動は厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢のなか当社企業グループは、グループシナジーの強化に努め「立花オーバーシーズホ

ールディングス社」を海外子会社の持ち株会社として香港に法人化し「海外事業戦略の立案と実行」

「金融・人事・システムの一元化」を担う海外本社と位置づけ、中国を中心とするアジアでのビジネス

展開を積極的に推進するとともに、制御機器、電子部品などを販売する専門商社の株式会社高木商会と

資本業務提携を締結するなど、技術商社として市場ニーズに応えてまいりました。 

その結果、第３四半期連結累計期間の業績は、売上高874億57百万円（前年同期比3.0％減）、営業利

益19億48百万円（前年同期比23.1％減）、経常利益28億97百万円（前年同期比6.0％減）、四半期純利

益19億81百万円（前年同期比18.0％増）となりました。 

  

セグメント別については以下の通りであります。 

  

〔ＦＡシステム事業〕  

売上高:416億21百万円(前年同期比0.6％減)、営業利益:14億22百万円（前年同期比17.6％減） 

ＦＡ機器分野は、半導体や液晶製造装置メーカーの受注減少により、プログラマブルコントローラ、

インバータ、ＡＣサーボなどの主力製品が減少いたしました。 

産業機械分野は、家電メーカーの低迷により家電業界向けのレーザー加工機が減少いたしましたが、

自動車関連向け工作機械や誘導加熱装置が好調に推移いたしました。 

  

〔半導体デバイス事業〕  

売上高:319億16百万円(前年同期比8.8％減)、営業利益:５億88百万円（前年同期比43.1％減） 

半導体デバイス事業分野は、ＯＡ機器分野など一部で堅調な推移が見られましたが、欧州・中国など

の海外市況の減速が厳しく、自動車関連機器や白物家電など民生分野向けのマイコンが大幅に減少いた

しました。 

  

〔情報通信事業〕 

売上高:41億32百万円(前年同期比39.1％増)、営業損失:64百万円（前年同期は１億78百万円の損失）

情報通信事業分野は、地方自治体や銀行・病院向けのシンクライアント端末及びパソコンなどのネッ

トワーク関連機器並びに販売店向けのタッチパネルモニタが順調に推移いたしました。 

  

〔施設事業〕 

売上高:75億64百万円(前年同期比2.7％減)、営業利益:76百万円（前年同期は16百万円の損失） 

施設事業分野は、エコキュートなどオール電化製品や受配電設備の受注が減少いたしましたが、節電

対策による活発な更新需要を中心に、ビル用マルチエアコンや店舗・設備用パッケージエアコンなどの

空調機器や冷凍機などの低温機器が順調に推移いたしました。 

  

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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〔その他〕 

売上高:22億21百万円(前年同期比12.3％減)、営業損失:74百万円（前年同期は32百万円の損失） 

ソリューション事業分野は、産業用太陽光発電システムが減少いたしました。 

貿易分野は、立体駐車場部材や船舶向け配管部材が好調に推移いたしましたが、電子部品材料は、チ

ップコンデンサー用ニッケルペーストが減少いたしました。 

  

（注）前第３四半期連結累計期間において報告セグメントとしておりました「ソリューション事業」及び「貿易」

につきましては、当第１四半期連結会計期間より「その他」の区分に含めております。 

   なお、当第３四半期連結累計期間の比較・分析は変更後の区分に基づいております。 

  

上記セグメントの内、海外事業売上高については次の通りであります。 

  

 売上高:132億43百万円(前年同期比0.9％減) 

海外事業売上高は、アセアン地域は順調に推移したものの、中国経済の停滞の影響を受け日系メー

カーを中心にマイコンや専用ＩＣなどの半導体が減少いたしました。 

なお、海外事業売上高比率は15.1％であります。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、776億30百万円となり前連結会計年度末に比べ12

億29百万円減少いたしました。  

流動資産は、620億９百万円となり前連結会計年度末に比べ42億78百万円減少いたしました。この主

な要因は、現金及び預金の減少26億79百万円、受取手形及び売掛金の減少19億55百万円によるものであ

ります。 

固定資産は、156億21百万円となり前連結会計年度末に比べ30億48百万円増加いたしました。この主

な要因は、投資有価証券の増加28億52百万円によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、392億２百万円となり前連結会計年度末に比べ26

億52百万円減少いたしました。 

流動負債は、366億44百万円となり前連結会計年度末に比べ19億46百万円減少いたしました。この主

な要因は、支払手形及び買掛金の減少26億35百万円によるものであります。 

固定負債は、25億58百万円となり前連結会計年度末に比べ７億６百万円減少いたしました。この主な

要因は、長期借入金の減少２億37百万円、負ののれんの減少３億77百万円によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、384億28百万円となり前連結会計年度末に比べ

14億23百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加15億65百万円によるものでありま

す。  

  

通期の業績見通しにつきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想を据え置いており

ます。  

  

（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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 税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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 14,870 12,191

受取手形及び売掛金 39,429 37,474

有価証券 180 399

たな卸資産 9,560 10,071

その他 2,310 1,922

貸倒引当金 △63 △48

流動資産合計 66,287 62,009

固定資産   

有形固定資産 3,640 3,532

無形固定資産 277 292

投資その他の資産   

投資有価証券 7,946 10,798

その他 732 1,019

貸倒引当金 △23 △21

投資その他の資産合計 8,654 11,796

固定資産合計 12,572 15,621

資産合計 78,860 77,630

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,110 30,475

短期借入金 2,028 2,003

未払法人税等 573 269

賞与引当金 849 366

その他 2,028 3,528

流動負債合計 38,590 36,644

固定負債   

長期借入金 884 647

退職給付引当金 646 651

負ののれん 1,378 1,001

その他 354 258

固定負債合計 3,264 2,558

負債合計 41,855 39,202
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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 5,692 5,692

資本剰余金 5,571 5,571

利益剰余金 26,059 27,625

自己株式 △496 △496

株主資本合計 36,827 38,392

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 634 511

繰延ヘッジ損益 4 4

為替換算調整勘定 △531 △553

その他の包括利益累計額合計 108 △37

少数株主持分 69 72

純資産合計 37,004 38,428

負債純資産合計 78,860 77,630
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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 90,164 87,457

売上原価 78,190 76,279

売上総利益 11,974 11,177

販売費及び一般管理費 9,441 9,229

営業利益 2,532 1,948

営業外収益   

受取利息 23 27

受取配当金 121 123

負ののれん償却額 378 377

為替差益 29 186

持分法による投資利益 － 199

その他 193 215

営業外収益合計 747 1,129

営業外費用   

支払利息 31 32

売上割引 134 127

その他 30 21

営業外費用合計 196 181

経常利益 3,083 2,897

特別利益   

投資有価証券売却益 14 －

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 14 0

特別損失   

固定資産除却損 3 1

投資有価証券評価損 145 3

ゴルフ会員権評価損 － 10

減損損失 3 －

訴訟損失引当金繰入額 330 －

特別損失合計 481 15

税金等調整前四半期純利益 2,615 2,881

法人税等 933 895

少数株主損益調整前四半期純利益 1,682 1,985

少数株主利益 3 4

四半期純利益 1,678 1,981
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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 1,682 1,985

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △549 △123

繰延ヘッジ損益 △1 0

為替換算調整勘定 △92 △21

その他の包括利益合計 △643 △145

四半期包括利益 1,038 1,840

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,035 1,836

少数株主に係る四半期包括利益 3 4
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該当事項はありません。 

  

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 

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） 

 
（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ソリューション事業」及び「貿

易」を含んでおります。 

  

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） 

 
（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ソリューション事業」及び「貿

易」を含んでおります。 

  

② 報告セグメントの変更等に関する事項 

前第３四半期連結累計期間において報告セグメントとしておりました「ソリューション事業」及び

「貿易」につきましては、当第１四半期連結会計期間より、金額的重要性が乏しいため「その他」の

区分に含めております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作

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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業

情報通信
事業

施設事業 計

売上高

外部顧客への売上高 41,882 35,005 2,971 7,771 87,632 2,531 90,164 － 90,164

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － － －

計 41,882 35,005 2,971 7,771 87,632 2,531 90,164 － 90,164

セグメント利益又は損失(△) 

(営業利益又は営業損失(△))
1,725 1,034 △178 △16 2,565 △32 2,532 － 2,532

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業

情報通信
事業

施設事業 計

売上高

外部顧客への売上高 41,621 31,916 4,132 7,564 85,235 2,221 87,457 － 87,457

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － － －

計 41,621 31,916 4,132 7,564 85,235 2,221 87,457 － 87,457

セグメント利益又は損失(△) 

(営業利益又は営業損失(△))
1,422 588 △64 76 2,022 △74 1,948 － 1,948
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該当事項はありません。 

  

連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 

当第１四半期連結会計期間より、株式の取得により㈱高木商会を新たに持分法適用の範囲に含めて

おります。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）その他の注記事項
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