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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 22,123 16.8 375 47.0 460 46.1 285 80.6
25年3月期第1四半期 18,937 △12.3 255 △68.1 314 △60.5 158 △66.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 779百万円 （419.0％） 25年3月期第1四半期 150百万円 （△66.6％）

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

26年3月期第1四半期 22.31 ―
25年3月期第1四半期 12.35 ―

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

26年3月期第1四半期 47,768 15,000 31.3 1,167.99
25年3月期 47,256 14,349 30.3 1,117.07
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  14,959百万円 25年3月期  14,307百万円

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

25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 48,000 18.1 1,350 21.2 1,450 20.5 850 20.6 66.37
通期 98,000 11.0 3,100 36.6 3,400 34.9 2,000 31.5 156.16



(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  ：  有  

(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、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、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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 12,888,000 株 25年3月期 12,888,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 80,286 株 25年3月期 80,166 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 12,807,761 株 25年3月期1Q 12,807,921 株



 
 
（参考） 

平成 26 年３月期の個別業績予想(平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日) 

                                             （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

  
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 

 

第２四半期（累計） 

通  期 

百万円 

39,000 

80,000 

% 

19.2 

16.2 

百万円 

1,100 

2,350 

% 

39.3 

47.7 

百万円 

1,150 

2,650 

% 

20.9 

33.6 

百万円 

,700 

1,450 

% 

34.2 

24.1 

円 銭 

54.65 

113.21 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

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。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における日本経済は、欧州金融危機や中国経済の成長鈍化などの影響により、依然と

して不透明感の強い状況下で推移いたしました。しかしながら、世界経済の緩やかな回復を受けて生産や輸出は持

ち直しの動きが見られるようになり、新政権の経済政策への期待感による円安・株高基調を背景に企業や個人の景

況感が改善してきております。 

 当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、米国やアジア

向けの輸出が持ち直していることにより、半導体関連業界、産業機械業界は受注に底入れの兆しが見えてきまし

た。また、太陽光発電システムをはじめとする新エネルギー関連の需要は引き続き増加傾向で推移するなど、明る

い兆しが見えてきております。 

 このような環境の中で当社グループは、第８次中期経営計画（JUMP1200）の１年目として、新たな取り組みを

スタートさせました。当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高221億23百万円（前年同期比16.8％増）、営業

利益３億75百万円（前年同期比47.0％増）、経常利益４億60百万円（前年同期比46.1％増）、四半期純利益２億85

百万円（前年同期比80.6％増）となり、前年同期を上回る結果となりました。  

  

 部門別の業績は次のとおりであります。 

 ［電機部門］ 

 電機部門では、半導体業界の一部に動きがあり、モータ等電機品の需要は回復傾向となりました。また、新エ

ネルギー関連の需要も引き続き増加傾向で推移しており、太陽光発電システム向けの制御機器等の販売が大幅に

増加いたしました。この結果、当部門の売上高は64億57百万円（前年同期比54.5％増）となりました。 

［電子部門］ 

 電子部門では、携帯電話基地局のインフラ設備向けの電子部品の販売が好調だった前年同期に比べ減少いたし

ましたが、自動車業界向け及び飲食店舗設備向けの電子部品の販売は増加いたしました。この結果、当部門の売

上高は145億98百万円（前年同期比6.9％増）となりました。 

［機械部門］ 

 機械部門では、自動車業界向けなど一部設備投資の動きは高まってきましたが、全体的に設備投資は弱い動き

で推移し、設備機器の販売は減少いたしました。この結果、当部門の売上高は10億67百万円（前年同期比3.0％

減）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。なお、売上高については、セグメント間の内部売上高又は振替高を

含めた売上高で表示しております。 

① 日本 

 国内における設備投資は弱い動きで推移し、設備機器の販売は減少いたしましたが、成長市場である新エネルギ

ーの分野における太陽光発電システム向けの制御機器及び自動車業界向けの電子部品の販売が増加いたしました。

この結果、売上高175億41百万円（前年同期比15.3％増）、営業利益２億34百万円（前年同期比21.0％増）となり

ました。 

② アジア 

 アジア地域では、スマートフォン製造設備向けの電子部品の販売は減少いたしましたが、ＰＬＣ、インバータ向

け電子部品の販売が増加いたしました。この結果、売上高52億98百万円（前年同期比19.1％増）、営業利益１億37

百万円（前年同期比59.5％増）となりました。 

③ 欧米 

 欧米では、電力インフラ向けの制御機器の販売が減少いたしましたが、インバータ、サーボモータ向けの電子部

品の販売が増加いたしました。この結果、売上高６億73百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益21百万円（前年

同期は営業損失０百万円）となりました。 

④ その他 

 売上高は５億38百万円（前年同期比19.4％減）、営業損失20百万円（前年同期は営業損失26百万円）となりまし

た。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、477億68百万円となり前連結会計年度末に比べ５億11百万円増加し

ました。たな卸資産の増加がその主な要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、327億67百万円となり前連結会計年度末に比べ１億39百万円減少し

ました。支払手形及び買掛金の減少が主な要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、150億円となり前連結会計年度末に比べ６億51百万円増加しまし

た。その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加が主な要因であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

３億29百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には72億79百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は４億26百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益（４億60百

万円）、売上債権の減少（９億95百万円）等による増加がある一方で、たな卸資産の増加（３億30百万円）、仕入

債務の減少（６億41百万円）等により一部減少したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は26百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出（６百万

円）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は１億50百万円となりました。これは主に、配当金の支払（１億28百万円）等によ

るものであります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月８日発表の連結及び個別の業績予想から修正を行っておりません。 

   

（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 

 税金費用の計算  

 税金費用については、当第１四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。 

 また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した

上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,433 7,763

受取手形及び売掛金 27,866 27,226

商品及び製品 3,869 4,329

仕掛品 56 77

原材料及び貯蔵品 0 0

その他 607 519

貸倒引当金 △75 △74

流動資産合計 39,758 39,843

固定資産   

有形固定資産 4,074 4,081

無形固定資産   

その他 42 55

無形固定資産合計 42 55

投資その他の資産 3,381 3,786

固定資産合計 7,497 7,924

資産合計 47,256 47,768

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,784 24,474

短期借入金 1,650 1,685

1年内返済予定の長期借入金 600 600

未払法人税等 327 247

引当金 － 12

その他 1,285 1,323

流動負債合計 28,648 28,343

固定負債   

長期借入金 2,486 2,486

退職給付引当金 739 742

役員退職慰労引当金 614 625

その他 418 569

固定負債合計 4,258 4,424

負債合計 32,907 32,767
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,935 1,935

資本剰余金 1,341 1,341

利益剰余金 10,437 10,595

自己株式 △53 △53

株主資本合計 13,660 13,818

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 678 931

為替換算調整勘定 △31 209

その他の包括利益累計額合計 646 1,141

少数株主持分 41 41

純資産合計 14,349 15,000

負債純資産合計 47,256 47,768
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 18,937 22,123

売上原価 16,548 19,485

売上総利益 2,388 2,638

販売費及び一般管理費 2,133 2,262

営業利益 255 375

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 19 20

仕入割引 18 15

受取家賃 28 28

その他 31 45

営業外収益合計 99 109

営業外費用   

支払利息 13 12

売上債権売却損 11 3

為替差損 13 7

その他 1 2

営業外費用合計 40 25

経常利益 314 460

特別損失   

投資有価証券評価損 53 －

特別損失合計 53 －

税金等調整前四半期純利益 261 460

法人税等 104 175

少数株主損益調整前四半期純利益 156 284

少数株主損失（△） △1 △0

四半期純利益 158 285
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 156 284

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △152 253

為替換算調整勘定 145 240

その他の包括利益合計 △6 494

四半期包括利益 150 779

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 151 780

少数株主に係る四半期包括利益 △1 △0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 261 460

減価償却費 42 47

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △13

受取利息及び受取配当金 △20 △20

支払利息 13 12

為替差損益（△は益） △17 22

投資有価証券評価損益（△は益） 53 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,293 995

たな卸資産の増減額（△は増加） △613 △330

仕入債務の増減額（△は減少） △1,777 △641

その他 71 142

小計 302 673

利息及び配当金の受取額 20 20

利息の支払額 △13 △12

法人税等の支払額 △590 △255

営業活動によるキャッシュ・フロー △281 426

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3 △1

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

その他 6 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △3 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △0 △0

リース債務の返済による支出 △10 △22

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △128 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △139 △150

現金及び現金同等物に係る換算差額 68 80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △355 329

現金及び現金同等物の期首残高 3,687 6,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,331 7,279
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 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。   

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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）１．「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、国内子会社の事業活動を含んで

おります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額２百万円には、セグメント間取引消去４百万円及び棚卸資産の調整

額△１百万円が含まれております。 

３．セグメント利益又は損失（△）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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30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）１．「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、国内子会社の事業活動を含んで

おります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額４百万円には、セグメント間取引消去５百万円及び棚卸資産の調整

額△０百万円が含まれております。 

３．セグメント利益又は損失（△）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。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

日本 アジア 欧米 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  14,078  3,831  570  18,480 456  18,937  － 18,937

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,133  617  47  1,798 211  2,009  △2,009  －

計  15,211  4,448  618  20,278 668  20,946  △2,009 18,937

セグメント利益又は損

失（△） 
 193  85  △0  278 △26  252  2 255

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

日本 アジア 欧米 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  16,410  4,835  571  21,817 306  22,123  － 22,123

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,131  463  102  1,697 232  1,929  △1,929  －

計  17,541  5,298  673  23,514 538  24,052  △1,929 22,123

セグメント利益又は損

失（△） 
 234  137  21  392 △20  371  4 375
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２．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。 

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当第１四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②商品仕入実績 

当第１四半期連結累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③受注状況 

当第１四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

前年同期比（％） 

その他（百万円）  113  56.0

合計（百万円）  113  56.0

セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

前年同期比（％） 

日本（百万円）  15,549  117.9

アジア（百万円）  3,696    111.9

欧米（百万円）  425  150.9

報告セグメント計（百万円）  19,671  117.3

その他（百万円）  295  61.0

合計（百万円）  19,966  115.7

セグメントの名称 
受注高 

（百万円） 
前年同期比（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同期比（％） 

日本    17,079    111.1    11,422    120.8

アジア  5,558    139.9    4,197    114.8

欧米  634    77.2    469    61.9

報告セグメント計  23,272    115.4    16,088    116.0

その他  399    99.1    306    68.5

合計    23,672    115.1    16,394    114.5
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④販売実績 

当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

セグメントの名称 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

前年同期比（％） 

日本（百万円）  16,410  116.6

アジア（百万円）  4,835  126.2

欧米（百万円）  571  100.1

報告セグメント計（百万円）  21,817  118.1

その他（百万円）  306  67.1

合計（百万円）  22,123  116.8
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