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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 10,190 1.1 953 26.3 1,104 48.4 755 106.1
25年3月期第2四半期 10,079 △3.7 754 △18.4 744 △18.8 366 △41.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 921百万円 （188.1％） 25年3月期第2四半期 319百万円 （△48.7％）

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2四半期 25.92 ―
25年3月期第2四半期 12.58 ―

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2四半期 21,638 15,692 72.0 534.66
25年3月期 21,261 14,903 69.6 507.68
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  15,575百万円 25年3月期  14,792百万円

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  ：  有  
 

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 ― 3.50 ― 4.00 7.50
26年3月期 ― 4.00
26年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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、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 21,500 1.6 1,920 1.4 1,950 △2.1 1,050 2.5 36.00



(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監査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財務諸表の
監査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情報に基づいており、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 33,061,003 株 25年3月期 33,061,003 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,930,071 株 25年3月期 3,924,108 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 29,133,490 株 25年3月期2Q 29,140,145 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策による円安・株価上昇の動き

が進み、輸出企業を中心に企業業績の改善が見られました。一方で、原油高、引続く欧米諸国における財政問

題や円安に伴う素材等の価格アップなど国内外の懸念材料が残っており、依然として景気下振れリスクが存在

し、本格的な景気回復にはまだ時間を要するものと思われる状況で推移いたしました。 

 この様な経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は101億９千万円（前年同

期比1.1％増加）となりました。損益は、原価率の改善や経費の削減などにより営業利益は９億５千３百万円

（前年同期比26.3％増加）、円安に伴う為替差益の計上により経常利益は11億４百万円（前年同期比48.4％増

加）、特別利益に本社の所在する西宮市の道路拡張工事に伴う収用補償金を計上したことなどにより四半期純

利益は７億５千５百万円（前年同期比106.1％増加）となりました。  

事業部門別での結果は次の通りであります。 

①コンデンサ・モジュール 

自動車用コンデンサが堅調に推移いたしました。一方で前期まで好調に推移していた空調機器分野が減少し

ました。結果、売上高は66億８千４百万円（前年同期比3.9％減少）となりました。 

②電力機器システム 

省エネ・電力品質改善機器等が堅調に推移し伸長いたしました。結果、売上高32億７千１百万円（前年同期

比9.7％増加）となりました。 

③情報機器システム 

主力商品である鉄道用表示装置や空港用表示器等が堅調に推移し伸長いたしました。結果、売上高は２億３

千４百万円（前年同期比67.6％増加）となりました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期における総資産は216億３千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７千７百万円の増加と

なりました。増減の主なものは、現金及び預金の増加５億７千７百万円、受取手形及び売掛金の減少２億９千２百

万円、投資有価証券の増加１億１千１百万円等によるものであります。負債は59億４千５百万円となり、前連結会

計年度末に比べ４億１千１百万円の減少となりました。増減の主なものは、流動負債その他の減少３億６千５百万

円、固定負債その他の増加１億２千７百万円等であります。 

 純資産は156億９千２百万円となり、自己資本比率は72.0％と2.4ポイント増加しました。  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。 

 営業活動におけるキャッシュ・フローは、11億９千２百万円の収入となり、前年同期比５億５千３百万円収

入の増加となりました。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、４億７千８百万円の支出となり、前年同期比１億４千４百万円支

出の増加となりました。主な支出の要因は、有形固定資産の取得による支出等によるものです。 

 財務活動におけるキャッシュ・フローは、１億３千７百万円の支出となり、前年同期比６百万円支出の増加

となりました。主な支出の要因は、配当金の支払い等によるものです。 

 これらの結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は41億５千８百万円となり、前連結会計年度末

に比べ５億７千７百万円の増加、前年同期比13億１千６百万円の増加となりました。 

     

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  現時点では、平成25年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はございません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

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。   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,581,600 4,158,913

受取手形及び売掛金 4,733,204 4,441,146

商品及び製品 315,974 375,015

仕掛品 359,905 288,908

原材料及び貯蔵品 418,795 446,932

繰延税金資産 260,433 261,103

その他 74,316 75,865

貸倒引当金 △470 △440

流動資産合計 9,743,760 10,047,444

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,211,295 3,183,217

機械装置及び運搬具（純額） 2,014,031 1,917,381

土地 4,346,314 4,269,704

リース資産（純額） 8,684 4,904

建設仮勘定 211,581 441,146

その他（純額） 230,341 224,439

有形固定資産合計 10,022,248 10,040,793

無形固定資産   

リース資産 584 83

その他 44,609 37,667

無形固定資産合計 45,194 37,750

投資その他の資産   

投資有価証券 1,100,064 1,211,893

長期貸付金 854 2,374

繰延税金資産 286,391 230,125

その他 67,154 72,383

貸倒引当金 △4,500 △4,500

投資その他の資産合計 1,449,965 1,512,276

固定資産合計 11,517,408 11,590,820

資産合計 21,261,168 21,638,265
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 812,253 824,757

短期借入金 900,000 900,000

リース債務 6,427 2,583

未払法人税等 477,198 455,691

未払費用 569,953 540,703

賞与引当金 418,869 413,630

役員賞与引当金 70,000 36,000

その他 557,529 191,772

流動負債合計 3,812,231 3,365,138

固定負債   

リース債務 2,841 2,404

再評価に係る繰延税金負債 1,191,590 1,165,685

退職給付引当金 847,637 813,574

長期未払費用 451,786 419,394

その他 51,479 179,470

固定負債合計 2,545,335 2,580,529

負債合計 6,357,566 5,945,668

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 3,308,285 3,308,285

利益剰余金 7,196,400 7,881,992

自己株式 △1,228,275 △1,230,473

株主資本合計 14,278,156 14,961,550

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 298,196 372,047

土地再評価差額金 997,602 950,740

為替換算調整勘定 △781,608 △709,124

その他の包括利益累計額合計 514,190 613,663

少数株主持分 111,254 117,383

純資産合計 14,903,602 15,692,597

負債純資産合計 21,261,168 21,638,265
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,079,860 10,190,524

売上原価 7,043,495 7,026,989

売上総利益 3,036,364 3,163,535

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 482,859 495,077

賞与引当金繰入額 85,908 95,873

役員賞与引当金繰入額 36,000 36,000

退職給付費用 23,245 25,926

運搬費 174,216 165,617

その他 1,479,494 1,391,749

販売費及び一般管理費合計 2,281,724 2,210,244

営業利益 754,639 953,290

営業外収益   

受取利息 214 376

受取配当金 5,959 9,410

固定資産賃貸料 22,753 20,928

為替差益 － 27,471

スクラップ売却代 42,567 49,652

保険収入 29,124 51,933

助成金収入 8,599 55,532

その他 12,099 8,150

営業外収益合計 121,319 223,454

営業外費用   

支払利息 2,765 2,178

債権売却損 25,250 24,453

為替差損 29,392 －

寄付金 39,199 －

支払補償費 2,814 31,623

その他 31,769 13,532

営業外費用合計 131,193 71,788

経常利益 744,765 1,104,955

特別利益   

収用補償金 － 116,652

特別利益合計 － 116,652

税金等調整前四半期純利益 744,765 1,221,607

法人税、住民税及び事業税 296,745 440,005

法人税等調整額 63,138 1,976

法人税等合計 359,883 441,981

少数株主損益調整前四半期純利益 384,882 779,625

少数株主利益 18,364 24,347

四半期純利益 366,517 755,278
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 384,882 779,625

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △66,297 73,850

為替換算調整勘定 1,376 68,288

その他の包括利益合計 △64,921 142,139

四半期包括利益 319,961 921,765

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 304,664 901,611

少数株主に係る四半期包括利益 15,296 20,153
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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 744,765 1,221,607

減価償却費 554,065 485,361

収用補償金 － △116,652

貸倒引当金の増減額（△は減少） △430 △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,880 △34,063

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,131 △5,038

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36,000 △34,000

受取利息及び受取配当金 △6,174 △9,786

支払利息 2,765 2,178

売上債権の増減額（△は増加） △62,847 316,888

たな卸資産の増減額（△は増加） 80 13,307

仕入債務の増減額（△は減少） △149,967 △19,864

その他 56,602 △174,124

小計 1,073,847 1,645,784

利息及び配当金の受取額 6,174 9,786

利息の支払額 △2,765 △2,178

法人税等の支払額 △437,939 △460,574

営業活動によるキャッシュ・フロー 639,317 1,192,817

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △201,426 △835

有形固定資産の取得による支出 △267,698 △534,607

有形固定資産の売却による収入 54,102 23,187

無形固定資産の取得による支出 △1,990 －

収用補償金の受取による収入 81,656 34,996

その他 509 △1,601

投資活動によるキャッシュ・フロー △334,847 △478,861

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） △3,431 －

自己株式の取得による支出 △741 △2,198

配当金の支払額 △116,565 △116,547

少数株主への配当金の支払額 △5,116 △14,024

その他 △4,522 △4,281

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,377 △137,051

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,988 407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,103 577,312

現金及び現金同等物の期首残高 2,670,966 3,581,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,842,070 4,158,913
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該当事項はありません。  

   

   

Ｉ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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．セグメント利益の調整額の内容は以下の通りであります。 

（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。 

  

（注）２．セグメント利益は、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。 

（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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント   
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

コンデンサ・
モジュール 

電力機器 
システム 

情報機器シ
ステム  

合計  

売上高             

外部顧客への売上高  6,957,306  2,982,397  140,155  10,079,860  －  10,079,860

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,643  －  －  3,643  △3,643  －

計  6,960,950  2,982,397  140,155  1,083,503  △3,643  10,079,860

セグメント利益  778,707  885,286  13,888  1,677,882  △923,242  754,639

  （単位：千円）

  金額 

全社費用（注）  △923,242

合計  △923,242
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９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．セグメント利益の調整額の内容は以下の通りであります。 

（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。 

  

（注）２．セグメント利益は、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。 

   

   

該当事項はありません。  

   

   

該当事項はありません。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント   
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

コンデンサ・
モジュール 

電力機器 
システム 

情報機器シ
ステム  

合計  

売上高             

外部顧客への売上高  6,684,076  3,271,478  234,969  10,190,524  －  10,190,524

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 674  －  －  674  △674  －

計  6,684,751  3,271,478  234,969  10,191,199  △674  10,190,524

セグメント利益  732,772  1,018,719  22,386  1,773,877  △820,587  953,290

  （単位：千円）

  金額 

全社費用（注）  △820,587

合計  △820,587

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）
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