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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 6,040 5.3 162 △41.0 203 △30.8 142 △10.8
24年3月期第3四半期 5,733 4.0 275 124.7 294 96.4 159 175.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 131百万円 （△7.7％） 24年3月期第3四半期 142百万円 （―％）

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3四半期 16.56 ―
24年3月期第3四半期 18.56 ―

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 8,940 4,777 52.5
24年3月期 9,368 4,715 49.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,691百万円 24年3月期  4,631百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 4.00 ―
25年3月期（予想） 4.00 8.00

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 8,246 1.3 262 △32.3 286 △29.0 152 △38.9 17.74



(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）  ：  有  

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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４ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） ティーエムシー株式会社

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   ：  無
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 9,388,950 株 24年3月期 9,388,950 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 774,467 株 24年3月期 773,967 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 8,614,566 株 24年3月期3Q 8,617,776 株
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当第３四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年12月31日）におけるわが国経済は、東日本

大震災の復興需要により緩やかな回復が続いているとともに、政権交代後の景気浮揚策への期待感に

ともなう円安・株高により設備投資や個人消費マインドに改善が見られる状況になりつつあります

が、欧州の債務危機問題の長期化や中国を中心とした新興国の成長鈍化等、依然として先行き不透明

な状況で推移いたしました。 

生産設備支援業種としての当電気機器業界におきましては、震災に係る復興需要やIT関連市場など

一部の業種において設備投資に持ち直しの動きが見られたものの、半導体業界などの設備投資の抑制

が継続していることなどにより、総じて厳しい受注環境で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは中国、東南アジア圏を中心とした海外市場への拡販や、国

内顧客の新規・深耕開拓に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,040百万円(前年

同四半期比5.3％増)となりました。 

利益面につきましては、売上原価や販売費及び一般管理費が増加したことなどにより、営業利益は

162百万円(前年同四半期比41.0％減)、経常利益は203百万円(前年同四半期比30.8％減)、四半期純利

益は、法人税等合計57百万円などを計上したことにより、142百万円(前年同四半期比10.8％減)という

結果になりました。 

各セグメントごとの業績は以下の通りであります。 

① 国内制御装置関連事業  

 エンジニアリング部門につきましては、販売競争の激化や商業印刷用制御装置が低迷したことによ

り、印刷制御装置分野は減少したものの、搬送制御装置分野や監視制御装置分野、配電盤分野が増加

したことにより当部門の売上高は1,806百万円（前年同四半期比12.0％増）となりました。 

 機器部門につきましては、半導体業界の低迷等にともない空間光伝送装置分野が減少したものの、

海外需要の増加によるセンサ分野が増加したことにより、当部門の売上高は1,756百万円（前年同四

半期比11.5％増）となりました。 

 変圧器部門につきましては、半導体業界向け乾式変圧器の低迷や震災需要の一巡による受配電用乾

式変圧器の減少などにより、当部門の売上高は1,449百万円（前年同四半期比4.2％減）となりまし

た。 

以上の結果、国内制御装置関連事業の売上高は5,011百万円（前年同四半期比6.6％増）となり、セグ

メント利益は181百万円（前年同四半期比27.4％減）となりました。 

② 海外制御装置関連事業  

 海外制御装置関連事業につきましては、エレベータセンサが増加したものの、日系企業および中国

企業向けの受配電盤が大幅に低迷したことにより、当事業の売上高は486百万円（前年同四半期比

5.7％減）となり、セグメント利益は2百万円（前年同四半期はセグメント利益45百万円）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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③ 樹脂関連事業  

 樹脂関連事業につきましては、エコカー補助金など政策効果による自動車業界からの需要が増加し

たことなどにより、当事業の売上高は542百万円（前年同四半期比4.7%増）となり、セグメント利益

は19百万円(前年同四半期はセグメント利益4百万円)となりました。 

 なお、前連結会計年度までセグメントの区分掲記をしておりました「建材関連事業」は、公共投資

抑制の影響等によりセグメントに占める割合が僅少になったこと、また、第１四半期連結会計期間よ

り「建材関連事業」と「樹脂関連事業」の二つのセグメントが属する東洋樹脂㈱において、経営の効

率化を図るため「建材関連事業」と「樹脂関連事業」の二つの事業部門を統合したことにより、第１

四半期連結会計期間より二つのセグメントを「樹脂関連事業」に一元化いたしました。なお、当第３

四半期連結累計期間における「建材関連事業」の売上高は115百万円（前年同四半期比5.7%減）、セ

グメント利益は7百万円(前年同四半期はセグメント利益1百万円)であります。 

（セグメント別売上高：参考値）  
（単位：百万円未満切捨）

 
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ428百万円減少し8,940百万円とな

りました。 

 流動資産は、386百万円減少の6,182百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少101百万

円、受取手形及び売掛金の減少186百万円およびたな卸資産の減少60百万円などによるものでありま

す。 

 固定資産は、41百万円減少の2,757百万円となりました。これは主に、有形固定資産の減少57百万円

などによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ490百万円減少し、4,162百万円と

なりました。 

 流動負債は、370百万円減少の3,012百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少139百万円

および賞与引当金の減少133百万円などによるものであります。 

 固定負債は、120百万円減少の1,150百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少123百万円

などによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ62百万円増加し、4,777百万円とな

りました。 

 これは主に、その他有価証券評価差額金が17百万円減少したものの、利益剰余金が73百万円増加し

区分

平成24年３月期
第３四半期

平成25年３月期
第３四半期

比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

国内制御装置関連事業
百万円
4,700

％
82.0

百万円
5,011

％
83.0

百万円
+311

％
+6.6

 エンジニアリング部門 1,612 28.1 1,806 29.9 +193 +12.0

  機器部門 1,574 27.5 1,756 29.1 +181 +11.5

変圧器部門 1,512 26.4 1,449 24.0 △63 △4.2

海外制御装置関連事業 516 9.0 486 8.0 △29 △5.7

樹脂関連事業 517 9.0 542 9.0 +24 +4.7

合計 5,733 100.0 6,040 100.0 +306 +5.3

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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たことなどによるものであります。 

  

 平成25年３月期の通期の業績予想につきましては、平成24年11月1日に公表いたしました業績予想を

修正しておりません。 

 なお、上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、

不確定要素を含んでおり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 連結子会社でありましたティーエムシー株式会社は、平成24年４月１日に当社と吸収合併いたしま

した。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（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。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第３四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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該当事項はありません。  

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

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 1,520,794 1,419,054

受取手形及び売掛金 3,728,684 3,542,515

商品及び製品 290,671 246,251

仕掛品 513,700 501,519

原材料及び貯蔵品 376,448 372,109

繰延税金資産 110,664 61,947

その他 30,056 39,450

貸倒引当金 △2,198 △371

流動資産合計 6,568,822 6,182,477

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 549,114 522,501

土地 1,109,287 1,109,287

建設仮勘定 2,698 －

その他（純額） 248,554 220,377

有形固定資産合計 1,909,654 1,852,165

無形固定資産

土地使用権 167,128 165,529

その他 77,966 65,604

無形固定資産合計 245,094 231,133

投資その他の資産

投資有価証券 332,112 304,113

繰延税金資産 165,093 188,515

その他 152,555 186,693

貸倒引当金 △4,853 △4,839

投資その他の資産合計 644,908 674,483

固定資産合計 2,799,657 2,757,783

資産合計 9,368,480 8,940,261
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(単位：千円)

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 1,488,684 1,437,766

短期借入金 1,307,138 1,168,098

未払法人税等 85,308 13,717

賞与引当金 224,534 90,902

その他 277,193 302,177

流動負債合計 3,382,859 3,012,662

固定負債

長期借入金 554,958 431,587

長期未払金 67,378 65,692

繰延税金負債 5,371 5,371

退職給付引当金 438,238 420,808

役員退職慰労引当金 140,057 157,647

その他 64,315 68,963

固定負債合計 1,270,319 1,150,071

負債合計 4,653,178 4,162,733

純資産の部

株主資本

資本金 1,037,085 1,037,085

資本剰余金 857,405 857,405

利益剰余金 2,905,855 2,979,558

自己株式 △177,147 △177,281

株主資本合計 4,623,198 4,696,768

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 38,703 21,115

為替換算調整勘定 △29,907 △26,114

その他の包括利益累計額合計 8,796 △4,998

少数株主持分 83,306 85,758

純資産合計 4,715,301 4,777,527

負債純資産合計 9,368,480 8,940,261
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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：千円)

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 5,733,796 6,040,089

売上原価 4,090,810 4,417,263

売上総利益 1,642,986 1,622,825

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 82,870 91,413

給料手当及び賞与 487,752 469,330

賞与引当金繰入額 46,387 35,426

退職給付費用 28,577 32,688

役員退職慰労引当金繰入額 3,726 36,919

福利厚生費 125,225 125,083

旅費及び交通費 57,634 63,267

減価償却費 41,995 44,611

賃借料 37,979 39,709

技術研究費 48,434 68,434

その他 407,004 453,533

販売費及び一般管理費合計 1,367,589 1,460,417

営業利益 275,397 162,408

営業外収益

受取利息 1,916 1,156

受取配当金 15,898 18,600

受取賃貸料 13,716 13,586

生命保険配当金 － 21,454

雑収入 18,055 17,953

営業外収益合計 49,587 72,750

営業外費用

支払利息 20,335 19,122

不動産賃貸原価 8,342 8,548

雑損失 2,211 3,909

営業外費用合計 30,888 31,580

経常利益 294,095 203,578

特別利益

固定資産売却益 4,348 18

投資有価証券売却益 1,602 －

特別利益合計 5,951 18

特別損失

固定資産売却損 439 －

固定資産除却損 4,848 774

投資有価証券評価損 － 1,225

特別損失合計 5,287 1,999

税金等調整前四半期純利益 294,759 201,596
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(単位：千円)

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)

法人税、住民税及び事業税 68,583 22,445

法人税等調整額 58,531 34,932

法人税等合計 127,115 57,378

少数株主損益調整前四半期純利益 167,644 144,218

少数株主利益 7,732 1,596

四半期純利益 159,912 142,621
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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：千円)

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 167,644 144,218

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,400 △17,587

為替換算調整勘定 △3,960 4,647

その他の包括利益合計 △25,360 △12,940

四半期包括利益 142,283 131,277

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 135,280 128,825

少数株主に係る四半期包括利益 7,003 2,452
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該当事項はありません。  

  

  

  

  

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
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