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(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第２四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年６月30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 ％

24年12月期第２四半期 2,999 24.1 375 △13.9 408 △14.5 235 △9.2
23年12月期第２四半期 2,417 12.8 435 26.6 477 33.2 259 42.0

(注) 包括利益 24年12月期第２四半期 255百万円( △1.3％) 23年12月期第２四半期 259百万円( ―％)

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

24年12月期第２四半期 40.21 ―
23年12月期第２四半期 44.26 ―

（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 ％

24年12月期第２四半期 9,908 7,718 77.9
23年12月期 9,957 7,579 76.1

(参考) 自己資本 24年12月期第２四半期 7,718百万円 23年12月期 7,579百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

24年12月期 ― 0.00

24年12月期(予想) ― 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

  23年12月期期末配当金の内訳      普通配当10円 株式公開20周年特別配当10円  

  24年12月期（予想）期末配当金の内訳  普通配当10円

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12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 5,150 1.6 500 △39.8 520 △41.3 300 △28.5 51.25

(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)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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) 24年12月期２Ｑ 6,392,736株 23年12月期 6,392,736株

② 期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 539,073株 23年12月期 539,033株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期２Ｑ 5,853,683株 23年12月期２Ｑ 5,854,327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、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、四半期決算短信（添付資料）３ページ

「1.（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響などから、雇用情勢は依然と

して厳しい状況でありましたが、企業の生産活動や設備投資に持ち直しの動きが見られるなど、復興需

要等により緩やかに回復しました。 

一方世界経済は、中国では内需が伸び悩む中で、景気の拡大テンポは緩やかになり、米国では一部に

弱めの動きもみられましたが、景気は緩やかに回復し、欧州では景気が足踏み状態にあり、一部に弱い

動きも見られるなど、全体としては減速感が広がるなか、弱い景気回復で推移しました。 

このような状況下、当社グループは国内外で積極的な営業活動を展開した結果、業績は概ね期初の見

込み通りに推移し、売上高は2,999百万円（前年同四半期比24.1％増）となり、利益面につきまして

は、開発要素の高い大口案件等が原価率を押し上げ、営業利益は375百万円（前年同四半期比13.9％

減）、経常利益は408百万円（前年同四半期比14.5％減）、四半期純利益は235百万円（前年同四半期比

9.2％減）となりました。 

なお、当社グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行う単一のセグメントであ

るため、セグメント情報の記載は省略しております。 

  

１．資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、8,614百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が473百万円、受取手形及び売掛金が235百万円増加し、有価証券（譲渡性預金）が 

399百万円、商品及び製品が323百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し、1,294百万円となりました。これは主に、

無形固定資産が８百万円増加し、有形固定資産が11百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、9,908百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.1％減少し、1,875百万円となりました。これは主に、

未払法人税等が186百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて僅かに増加し、314百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて7.9％減少し、2,190百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.8％増加し、7,718百万円となりました。これは主

に、四半期純利益の計上等により利益剰余金が118百万円増加したこと等によるものであります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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２．キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末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673百万円（116.5％）増加し、1,251百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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前年同四半期に比べ556百万円増加し、229百万円（前年同四半期

は326百万円の減少）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益404百万円及び

たな卸資産の減少額309百万円等であります。また、支出の主な内訳は、売上債権の増加額232百万

円及び法人税等の支払額284百万円等であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は前年同四半期に比べ381百万円（40.9％）減少し、552百万円とな

りました。収入の主な内訳は、有価証券（譲渡性預金）の取得・償還による純収入800百万円等で

あります。また、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出（純額）200百万円等でありま

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前年同四半期に比べ28百万円（32.3％）増加し、116百万円とな

りました。主な内訳は、配当金の支払額116百万円等であります。 

  

業績予想については、平成24年２月10日に公表した業績予想に変更はありません。この予想は、本資

料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によ

り予想値と異なる可能性があります。 

  

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。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適

用しております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

（４）追加情報
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,625,259 3,098,744

受取手形及び売掛金 1,155,297 1,390,571

有価証券 2,712,664 2,312,705

商品及び製品 1,040,486 716,802

仕掛品 822,146 835,781

原材料及び貯蔵品 49,532 53,188

繰延税金資産 211,254 150,028

その他 44,589 57,892

貸倒引当金 △1,083 △889

流動資産合計 8,660,147 8,614,825

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 861,069 872,793

減価償却累計額 △648,047 △666,825

建物及び構築物（純額） 213,021 205,967

機械装置及び運搬具 653,538 651,999

減価償却累計額 △499,699 △503,877

機械装置及び運搬具（純額） 153,838 148,122

工具、器具及び備品 306,078 318,607

減価償却累計額 △279,797 △288,923

工具、器具及び備品（純額） 26,281 29,683

土地 648,587 646,630

建設仮勘定 3,045 3,045

有形固定資産合計 1,044,773 1,033,449

無形固定資産   

ソフトウエア 37,869 42,355

ソフトウエア仮勘定 － 3,828

電話加入権 2,179 2,179

その他 248 239

無形固定資産合計 40,297 48,602

投資その他の資産   

投資有価証券 87,185 92,975

繰延税金資産 107,260 105,175

その他 17,355 13,912

投資その他の資産合計 211,801 212,063

固定資産合計 1,296,872 1,294,116

資産合計 9,957,019 9,908,942
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 677,838 679,282

未払金 102,888 122,365

未払法人税等 298,150 111,928

前受金 821,541 795,679

賞与引当金 28,351 32,617

アフターサービス引当金 54,487 61,025

その他 79,470 73,085

流動負債合計 2,062,728 1,875,984

固定負債   

繰延税金負債 421 320

退職給付引当金 43,663 30,950

役員退職慰労引当金 270,280 283,220

固定負債合計 314,365 314,491

負債合計 2,377,094 2,190,475

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,250,816 1,250,816

資本剰余金 1,580,813 1,580,813

利益剰余金 5,395,832 5,514,158

自己株式 △421,072 △421,102

株主資本合計 7,806,389 7,924,685

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,282 20,013

繰延ヘッジ損益 295 △8

為替換算調整勘定 △243,042 △226,223

その他の包括利益累計額合計 △226,464 △206,218

純資産合計 7,579,925 7,718,466

負債純資産合計 9,957,019 9,908,942
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,417,288 2,999,519

売上原価 1,572,284 2,172,650

売上総利益 845,003 826,869

販売費及び一般管理費 409,335 451,775

営業利益 435,667 375,093

営業外収益   

受取利息 4,785 4,253

受取配当金 31,960 25,673

その他 5,050 3,991

営業外収益合計 41,796 33,918

営業外費用   

為替差損 － 995

営業外費用合計 － 995

経常利益 477,463 408,016

特別利益   

固定資産売却益 329 －

貸倒引当金戻入額 2,044 －

特別利益合計 2,373 －

特別損失   

固定資産除却損 77 203

減損損失 4,116 3,543

災害義援金等 7,397 －

特別損失合計 11,591 3,747

税金等調整前四半期純利益 468,246 404,269

法人税、住民税及び事業税 206,304 107,520

法人税等調整額 2,832 61,348

法人税等合計 209,136 168,868

少数株主損益調整前四半期純利益 259,110 235,400

四半期純利益 259,110 235,400
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 259,110 235,400

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,536 3,730

繰延ヘッジ損益 201 △303

為替換算調整勘定 △1,798 16,819

その他の包括利益合計 △59 20,245

四半期包括利益 259,050 255,645

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 259,050 255,645
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24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 468,246 404,269

減価償却費 55,530 50,378

固定資産売却損益（△は益） △329 －

固定資産除却損 77 203

減損損失 4,116 3,543

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,700 △12,713

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △45,913 12,940

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,323 4,266

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） 3,387 6,338

受注損失引当金の増減額（△は減少） 40,582 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,044 △193

受取利息及び受取配当金 △36,746 △29,926

売上債権の増減額（△は増加） △667,121 △232,433

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,115 309,108

仕入債務の増減額（△は減少） △343,625 915

未払金の増減額（△は減少） 7,352 25,890

前受金の増減額（△は減少） 340,036 △29,297

その他 81,412 △5,359

小計 △152,177 507,930

利息及び配当金の受取額 37,343 5,629

法人税等の支払額 △211,986 △284,352

営業活動によるキャッシュ・フロー △326,820 229,206

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △200,000 △200,000

有価証券の取得による支出 △600,000 △1,300,000

有価証券の償還による収入 1,850,000 2,100,000

有形固定資産の取得による支出 △109,491 △37,357

有形固定資産の売却による収入 441 －

無形固定資産の取得による支出 △8,772 △14,776

長期貸付けによる支出 － △310

長期貸付金の回収による収入 1,764 4,478

投資活動によるキャッシュ・フロー 933,941 552,035

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △819 △30

配当金の支払額 △86,948 △116,066

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,768 △116,097

現金及び現金同等物に係る換算差額 △788 8,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 518,564 673,526

現金及び現金同等物の期首残高 498,708 577,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,017,273 1,251,450
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、モーター用巻線設備の開発、設計・製造、販売を行う単一のセグメントであるた
め、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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