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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 12,625 △5.0 △614 ― △707 ― △520 ―
25年3月期第1四半期 13,289 △10.6 △786 ― △864 ― △631 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △90百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △854百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △3.50 ―
25年3月期第1四半期 △4.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 81,820 24,987 30.5
25年3月期 82,116 25,431 31.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  24,987百万円 25年3月期  25,431百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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) 33,000 4.9 0 △100.0 △300 ― △300 ― △2.02
通期 72,000 3.6 1,800 28.7 1,400 30.8 900 32.4 6.05
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(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 

(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ますが、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 
 基づく四半期レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・ 業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。なお、連結
 業績予想についての事項は、【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」をご覧下さい。

※  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 148,945,611 株 25年3月期 148,945,611 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 211,082 株 25年3月期 209,672 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 148,735,114 株 25年3月期1Q 148,746,117 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１） 経営成績に関する説明 

当第 1 四半期連結累計期間（平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 年 6 月 30 日）における当社グルー

プを取り巻く経営環境は、米国経済に緩やかな回復傾向が見られ、我が国においても新政権によ

る金融政策や経済政策への期待感から、円高の是正及び株価の上昇等、景気回復の兆しがみられ

ましたが、実体経済においては企業の設備投資への慎重姿勢が依然強く、経済活動の本格的回復

には至らないなかで推移いたしました。 

このような景況の下で、当社グループの当第 1四半期連結累計期間の経営成績は、連結売上高

につきましては 126 億 25 百万円（前年同四半期比 5.0％減）となりました。損益面につきまし

ては、営業損失は 6 億 14 百万円（前年同四半期は営業損失 7 億 86 百万円）、経常損失は 7 億 7

百万円（前年同四半期は経常損失 8億 64 百万円）となり、四半期純損失は 5億 20 百万円（前年

同四半期は四半期純損失 6億 31 百万円）となりました。 

なお、当社グループの事業構造として、公共・社会インフラ等の設備関連機器の売上が第 2

四半期（7～9 月）及び第 4 四半期（1～3 月）に集中する傾向があるため、四半期別の業績には

季節的変動があります。 

 

セグメント別の状況は次の通りであります。 

モーション機器事業は、航空機用電装品、プリンタ、サーボアクチュエータが減少したため、

事業全体の売上高は 55億 73 百万円（前年同四半期比 7.6％減）となりました。損益面につきま

しては、営業損失は 1億 44 百万円（前年同四半期は営業損失 1億 21 百万円）となりました。 

パワーエレクトロニクス機器事業は、自動車用試験装置が増加したものの、社会システム（官

公庁向け電気設備）、振動機が減少したため、事業全体の売上高は 42 億 92 百万円（前年同四半

期比 10.4％減）となりました。損益面につきましては、営業損失は 2 億 5 百万円（前年同四半

期は営業損失 3億 22 百万円）となりました。 

サポート＆エンジニアリング事業は、事業全体の売上高は 27 億 59 百万円（前年同四半期比

11.6％増）となりました。損益面につきましては、営業損失は 2億 54 百万円（前年同四半期は

営業損失 3億 29 百万円）となりました。 

 

（注）非連結子会社であった SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. につきましては、重

要性の観点から、当第１四半期より連結の範囲に含めております。 

     なお、報告セグメントにつきましては、当社事業本部を基礎とした製品、サービス別に

区分し、「モーション機器事業」及び「パワーエレクトロニクス機器事業」に含めており

ます。 

 

 

（２） 財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

当第 1 四半期連結会計期間末における総資産は 818 億 20 百万円となり、前連結会計年度末よ

り 2 億 96 百万円減少いたしました。これは、主として受取手形及び売掛金が 33 億 91 百万円、

投資有価証券が 3 億 91 百万円、前払年金費用が 3 億 64 百万円、現金及び預金が 2 億 96 百万円

それぞれ減少したこと、たな卸資産が 29 億 99 百万円、有形固定資産が 14億 31 百万円それぞれ

増加したこと等によるものであります。 

（負債） 

当第 1四半期連結会計期間末における負債は 568 億 32 百万円となり、前連結会計年度末より

1億 47 百万円増加いたしました。これは、主として借入金が 12 億 80 百万円増加したこと、支払

手形及び買掛金が 9億 12 百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

当第 1 四半期連結会計期間末における純資産は 249 億 87 百万円となり、前連結会計年度末よ

り 4 億 43 百万円減少いたしました。これは、四半期純損失の計上及び配当金の支払等により利

益剰余金が 8億 73 百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が 2億 57 百万円増加したこ

と等によるものであります。 
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（３） 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

業績は概ね予想通りに推移しており、平成25年5月10日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。 

 

（注）業績予想は現時点において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は今後様々な要

因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 

  

 

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 

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 

  該当事項はありません。  
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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 5,737 5,441

受取手形及び売掛金 22,568 19,176

商品及び製品 1,069 1,255

仕掛品 9,257 11,603

原材料及び貯蔵品 4,953 5,420

その他 2,630 2,564

貸倒引当金 △25 △20

流動資産合計 46,190 45,442

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,151 9,739

土地 14,163 14,572

その他（純額） 3,715 4,149

有形固定資産合計 27,030 28,461

無形固定資産 164 182

投資その他の資産   

投資有価証券 5,559 5,167

前払年金費用 1,198 833

その他 2,038 1,793

貸倒引当金 △65 △60

投資その他の資産合計 8,731 7,734

固定資産合計 35,925 36,378

資産合計 82,116 81,820
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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） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,327 12,414

短期借入金 17,854 21,172

未払法人税等 558 9

受注損失引当金 187 202

その他 6,620 6,945

流動負債合計 38,548 40,743

固定負債   

長期借入金 13,647 11,610

退職給付引当金 703 720

役員退職慰労引当金 66 53

環境対策引当金 317 317

その他 3,401 3,387

固定負債合計 18,136 16,089

負債合計 56,685 56,832

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,156 10,156

資本剰余金 452 452

利益剰余金 10,355 9,481

自己株式 △55 △56

株主資本合計 20,908 20,034

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 839 1,097

繰延ヘッジ損益 △7 △1

土地再評価差額金 3,639 3,639

為替換算調整勘定 49 216

その他の包括利益累計額合計 4,522 4,952

純資産合計 25,431 24,987

負債純資産合計 82,116 81,820
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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 13,289 12,625

売上原価 10,891 10,022

売上総利益 2,397 2,603

販売費及び一般管理費 3,184 3,217

営業損失（△） △786 △614

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 59 53

その他 16 22

営業外収益合計 77 76

営業外費用   

支払利息 104 95

為替差損 13 45

その他 36 28

営業外費用合計 155 169

経常損失（△） △864 △707

税金等調整前四半期純損失（△） △864 △707

法人税等 △233 △186

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △631 △520

四半期純損失（△） △631 △520
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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損失（△） △631 △520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △220 257

繰延ヘッジ損益 8 5

為替換算調整勘定 △11 167

その他の包括利益合計 △222 430

四半期包括利益 △854 △90

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △854 △90

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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)

　 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

(単位:百万円)

報告セグメント

(注)1 (注)2

売上高

6,028 4,787 2,472 13,289 － 13,289

134 144 792 1,071 △ 1,071 －

6,163 4,932 3,265 14,360 △ 1,071 13,289

△ 121 △ 322 △ 329 △ 773 △ 13 △ 786

 (注)1. セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
2. セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

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)

　 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

(単位:百万円)

報告セグメント

(注)1 (注)2

売上高

5,573 4,292 2,759 12,625 － 12,625

341 342 711 1,395 △ 1,395 －

5,915 4,634 3,471 14,020 △ 1,395 12,625

△ 144 △ 205 △ 254 △ 604 △ 10 △ 614

 (注)1. セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
2. セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

セグメント間の内部
売上高又は振替高

セグメント損失（△）

計

四半期連結
損益計算書
計 上 額

モーション
機 器

パ ワ ー
エレクトロ
ニクス機器

サポート＆
エンジニア
リ ン グ

計

調 整 額

計

外部顧客への売上高

セグメント間の内部
売上高又は振替高

セグメント損失（△）

モーション
機 器

パ ワ ー
エレクトロ
ニクス機器

外部顧客への売上高

計
サポート＆
エンジニア
リ ン グ

調 整 額
四半期連結
損益計算書
計 上 額
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平成26年3月期〔2013年度〕　第1四半期決算補足説明資料（連結）

シンフォニアテクノロジー株式会社

1. 決算概要

（単位：百万円）

2012年度 2013年度 前年同期比増減

第1四半期（A） 第1四半期（B） （B）-（A） 増減率

売上高
13,289 12,625 △ 664 △ 5.0 %

(%) △5.9% △4.9% 1.1%
営業利益

△ 786 △ 614 172 -

(%) △6.5% △5.6% 0.9%
経常利益

△ 864 △ 707 157 -

(%) △4.8% △4.1% 0.6%
当期純利益

△ 631 △ 520 110 -

2. セグメント別情報

（1） 売上高・営業利益

2012年度 2013年度 前年同期比増減

第1四半期（A） 第1四半期（B） （B）-（A） 増減率

%

パワーエレクトロ %
ニクス機器

サポート＆ %
エンジニアリング

%

（単位：百万円）

△ 786 △ 614

平成25年8月2日

モーション機器

△ 13

13,289 12,625

-

2,759 287 11.6

2△ 10

-

△ 7.6

-

-

74

-

△ 254

△ 322

△ 329

-

合計

調整額

-172

△ 664 △ 5.0

-

4,787 4,292 △ 495 △ 10.4

△ 205 117

2,472

-

6,028 5,573 △ 455

営業利益

売上高

△ 121 △ 144 △ 22

売上高

売上高

営業利益

営業利益

営業利益

営業利益

売上高

売上高

1 



（2） 受注高

2012年度 2013年度 前年同期比増減

第1四半期（A） 第1四半期（B） （B）-（A） 増減率

9,872 6,752 △ 3,119 △ 31.6 %

6,260 4,363 △ 1,896 △ 30.3 %

4,594 5,714 1,119 24.4 %

20,727 16,831 △ 3,896 △ 18.8 %

（3） 受注残高

2012年度 2013年度 前年同期比増減

第1四半期（A） 第1四半期（B） （B）-（A） 増減率

17,044 16,610 △ 434 △ 2.5 %

10,889 8,626 △ 2,262 △ 20.8 %

6,254 9,129 2,875 46.0 %

34,188 34,367 178 0.5 %

3. 海外売上高

2012年度 2013年度 前年同期比増減

第1四半期（A） 第1四半期（B） （B）-（A） 増減率

2,403 2,793 389 16.2 %

 海外売上高比率(%) 18.1% 22.1% 4.0%

4. 設備投資、減価償却費及び研究開発費

2012年度 2013年度 前年同期比増減

第1四半期（A） 第1四半期（B） （B）-（A） 増減率

275 944 669 243.0 %

504 522 17 3.5 %

429 451 22 5.3 %
研究開発費

モーション機器

パワーエレクトロニクス機器

サポート＆エンジニアリング

合計

合計

パワーエレクトロニクス機器

設備投資

減価償却費

（単位：百万円）

海外売上高

サポート＆エンジニアリング

モーション機器

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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