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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 126,901 4.7 6,359 15.2 6,438 13.2 3,170 17.6
23年3月期第3四半期 121,253 14.3 5,519 29.8 5,688 28.8 2,695 5.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,755百万円 （6.5％） 23年3月期第3四半期 2,588百万円 （―％）

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3月期第3四半期 144.24 144.17
23年3月期第3四半期 122.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 110,524 70,441 63.5
23年3月期 116,525 69,367 59.4

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  70,180百万円 23年3月期  69,191百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 81.00 81.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 84.00 84.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 170,000 0.0 7,500 △1.6 7,700 △1.7 4,200 15.9 191.12



(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、四半期財務諸表に対する
金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
経済状況・市況環境等に係るリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 23,400,000 株 23年3月期 23,400,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,419,336 株 23年3月期 1,424,432 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 21,977,796 株 23年3月期3Q 21,975,700 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災とその甚大な被害

によって停滞を余儀なくされました。その後、サプライチェーンの建て直しや節電需要の高まりなどから景況感の

持ち直しが見られたものの、欧州の信用不安に伴う世界経済の減速や急激な円高進行などにより、先行きは不透明

な状況となっております。 

当社グループの係わる電設資材業界は、震災によって延期となった建築物件が着工され始めたことや政府の住宅

取得支援策の一部終了に伴う駆け込み需要を受けて、事業環境は改善基調に転じました。なお、被災地域における

建設需要が顕在化したものの、建設業界の川下に属する当業界に本格的に波及するまでには至りませんでした。 

また、自社製品の係わる空調業界は、震災後の電力供給の制限に伴う節電機運を背景に省エネ性能の高い製品へ

の買い替え需要が喚起された結果、平成23年度第３四半期累計のルームエアコンの国内出荷台数は669万台（前年

同期比0.9％減）となるなど、記録的な猛暑により過去 高を記録した前年度に引き続き好調に推移しました。 

このような情勢のなか、当社グループは自社製品や省エネ・環境配慮型商品などを積極的に販売することにより

増収増益となりました。 

この結果、連結売上高1,269億１百万円（前年同期比4.7％増）、連結営業利益63億59百万円（前年同期比15.2％

増）、連結経常利益64億38百万円（前年同期比13.2％増）、連結四半期純利益31億70百万円（前年同期比17.6％

増）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。 

＜電設資材事業＞ 

建設投資の回復を背景に、照明類や配線材など幅広い商品において売上が増加しました。特に、銅価格の上昇に

伴って電線ケーブル類の売上が増加したほか、節電関連商品であるＬＥＤ照明の売上が大幅に増加した結果、連結

売上高791億69百万円（前年同期比3.4％増）となりました。 

＜産業機器事業＞ 

震災の影響によって停滞した国内の生産活動の回復に伴い、表示器、リレー、ＰＬＣといった制御機器の売上が

増加しました。一方で、タイ洪水の影響や薄型テレビの低迷により電子機械や半導体などの製造業向けへの電子部

品の売上が減少した結果、連結売上高165億５百万円（前年同期比0.2％減）となりました。 

＜自社製品事業＞ 

節電機運を背景としたエアコンの需要増加などにより、主力製品である空調部材全般において売上が増加しまし

た。特に、銅価格の上昇に伴う製品価格の値上げも相まって、空調用被覆銅管の売上が大幅に増加した結果、連結

売上高311億43百万円（前年同期比10.9％増）となりました。 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成23年５月11日公表の業績予想から変更しており

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６

月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストックオプ

ションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストックオプションの公正な評価額

のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額は、122円62銭であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,646 21,318

受取手形及び売掛金 48,155 43,129

有価証券 1,347 1,796

商品及び製品 6,045 9,771

仕掛品 89 106

原材料及び貯蔵品 400 463

その他 3,074 2,158

貸倒引当金 △21 △19

流動資産合計 83,737 78,725

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,243 13,140

その他（純額） 6,623 6,329

有形固定資産合計 19,866 19,470

無形固定資産 1,928 1,770

投資その他の資産   

投資有価証券 8,509 7,556

その他 2,622 3,115

貸倒引当金 △139 △113

投資その他の資産合計 10,992 10,558

固定資産合計 32,787 31,798

資産合計 116,525 110,524

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,355 32,272

未払法人税等 2,576 78

賞与引当金 2,583 1,614

役員賞与引当金 70 61

その他 2,310 1,761

流動負債合計 42,897 35,787

固定負債   

退職給付引当金 22 23

その他 4,236 4,271

固定負債合計 4,259 4,295

負債合計 47,157 40,083

因幡電機産業㈱　（9934）　平成24年３月期第３四半期決算短信

-3-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,120 8,120

資本剰余金 8,328 8,328

利益剰余金 56,114 57,501

自己株式 △3,718 △3,704

株主資本合計 68,845 70,246

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 346 △28

為替換算調整勘定 △0 △37

その他の包括利益累計額合計 346 △65

新株予約権 129 215

少数株主持分 46 45

純資産合計 69,367 70,441

負債純資産合計 116,525 110,524
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 121,253 126,901

売上原価 102,475 106,789

売上総利益 18,777 20,111

販売費及び一般管理費 13,257 13,751

営業利益 5,519 6,359

営業外収益   

受取利息 58 56

受取配当金 135 142

仕入割引 611 668

その他 167 128

営業外収益合計 972 996

営業外費用   

支払利息 29 29

売上割引 737 812

その他 36 76

営業外費用合計 803 918

経常利益 5,688 6,438

特別利益   

投資有価証券売却益 － 67

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 67

特別損失   

投資有価証券評価損 656 784

固定資産除却損 4 4

固定資産売却損 71 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 100 －

その他 3 －

特別損失合計 837 791

税金等調整前四半期純利益 4,851 5,714

法人税、住民税及び事業税 2,508 1,787

法人税等調整額 △356 758

法人税等合計 2,151 2,545

少数株主損益調整前四半期純利益 2,700 3,168

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △1

四半期純利益 2,695 3,170
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,700 3,168

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △110 △375

為替換算調整勘定 △1 △37

その他の包括利益合計 △111 △412

四半期包括利益 2,588 2,755

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,584 2,757

少数株主に係る四半期包括利益 4 △1
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  該当事項はありません。 

   

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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）  「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、旅行取次業サービス等を含んでお

ります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）   

（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。  

３．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。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計

電設資材事業 産業機器事業 自社製品事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  76,547  16,535  28,074  121,157  96  121,253

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  189  663  1,473  2,326  44  2,370

計  76,737  17,198  29,547  123,483  140  123,624

セグメント利益  1,475  695  4,773  6,944  10  6,955

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  6,944

「その他」の区分の利益  10

セグメント間取引消去  △25

全社費用（注）  △2,143

その他の調整額  65

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  4,851
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当第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） 

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）  「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、旅行取次業サービス等を含んでお

ります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）   

（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。  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結累計期間から、各事業部門の業績をより適正に評価管理するために、一部基準の変更（管理

会計上費用項目の一部見直し）を行っております。 

なお、管理会計上費用項目の一部見直しにより作成した前第３四半期連結累計期間に係る報告セグメントご

との売上高及び利益又は損失の金額に関する情報と、報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期

連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）は、「前第３四半期連結累

計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）」に記載しております。 

４．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。 

   

   

  （単位：百万円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計

電設資材事業 産業機器事業 自社製品事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  79,169  16,505  31,143  126,818  82  126,901

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  241  749  1,595  2,586  48  2,635

計  79,411  17,254  32,739  129,405  131  129,537

セグメント利益  1,023  656  6,074  7,754  △3  7,751

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  7,754

「その他」の区分の利益  △3

セグメント間取引消去  △77

全社費用（注）  △2,191

その他の調整額  231

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  5,714

（５）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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