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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 93,721 7.7 5,187 11.7 5,158 9.8 2,970 30.1
24年3月期第2四半期 87,000 6.5 4,643 20.7 4,696 18.8 2,283 30.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 2,263百万円 （6.2％） 24年3月期第2四半期 2,131百万円 （48.2％）

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

25年3月期第2四半期 134.92 134.61
24年3月期第2四半期 103.89 103.88

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 116,456 72,841 62.3
24年3月期 121,694 72,373 59.2

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  72,499百万円 24年3月期  72,088百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 86.00 86.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 91.00 91.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 185,000 2.7 8,900 0.4 9,100 1.8 4,800 8.0 211.20



(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 

（注）詳細は、添付資料P.２「サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 23,400,000 株 24年3月期 23,400,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,370,131 株 24年3月期 1,387,928 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 22,017,277 株 24年3月期2Q 21,976,339 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要などによって内需が下支えされ、

企業収益や個人消費に回復が見られたものの、欧州の信用不安や中国経済の減速などによる世界経済の停滞に加

え、円高による輸出の低迷が影響し、不安定な状況が続きました。 

 当社グループの係わる電設資材業界は、被災地復興に向けた公共投資に加え、政府の住宅取得支援策や過去 低

水準に下がった住宅ローン金利が住宅建設の追い風となるなど、事業環境は緩やかな回復基調にありました。 

 また、自社製品の係わる空調業界は、引き続き電力不安に伴う節電機運を背景に省エネ製品への関心が高まるな

か、猛暑の影響により、平成24年度上半期のルームエアコンの国内出荷台数は557万台（前年同期比2.9％増）とな

るなど、好調であった前年と同水準で推移しました。 

 このような情勢のなか、当社グループは省エネ・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937億21百万円（前年同期比7.7％増）、連結営業利益51億87百万円（前年同期比11.7％

増）、連結経常利益51億58百万円（前年同期比9.8％増）、連結四半期純利益29億70百万円（前年同期比30.1％

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＞ 

 震災後の電力不安を背景に、自家発電設備の売上が大幅に増加したことに加え、節電対策としてＬＥＤ照明が増

収となったほか、受配電設備、工具類など幅広い商品において売上が増加した結果、連結売上高605億３百万円

（前年同期比13.8％増）となりました。 

＜産業機器事業＞ 

 製造業の海外移転の加速により国内需要が縮小している環境下、需要が旺盛なスマートフォン、ＥＶ（電気自動

車）、ＬＥＤ照明関連向け製造業への制御機器の売上は堅調であったものの、震災後の一時的な需要増に対する反

動を受けて電子部品の売上が減少した結果、連結売上高109億11百万円（前年同期比2.3％減）となりました。 

＜自社製品事業＞ 

 主力製品である空調配管化粧カバー「スリムダクトシリーズ」の売上が好調であったものの、空調用被覆銅管に

おいては、前年における値上げ効果や震災後の一時的な需要増に対する反動減により売上が減少した結果、連結売

上高223億６百万円（前年同期比1.4％減）となりました。   

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25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24年５月14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 

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に 

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,834 22,462

受取手形及び売掛金 53,668 49,164

有価証券 1,296 1,993

商品及び製品 7,806 10,050

仕掛品 96 107

原材料及び貯蔵品 476 502

その他 2,832 2,006

貸倒引当金 △21 △15

流動資産合計 89,990 86,272

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,098 13,099

その他（純額） 6,369 6,253

有形固定資産合計 19,468 19,353

無形固定資産 1,836 2,036

投資その他の資産   

投資有価証券 8,232 6,206

その他 2,264 2,677

貸倒引当金 △98 △90

投資その他の資産合計 10,399 8,793

固定資産合計 31,703 30,183

資産合計 121,694 116,456

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,660 34,694

未払法人税等 1,741 1,325

賞与引当金 2,700 1,475

役員賞与引当金 84 57

その他 1,805 1,648

流動負債合計 44,992 39,200

固定負債   

退職給付引当金 23 12

その他 4,304 4,401

固定負債合計 4,328 4,414

負債合計 49,320 43,614
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30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 58,772 59,845

自己株式 △3,622 △3,576

株主資本合計 71,599 72,717

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 527 △188

為替換算調整勘定 △38 △30

その他の包括利益累計額合計 489 △218

新株予約権 237 292

少数株主持分 48 49

純資産合計 72,373 72,841

負債純資産合計 121,694 116,456
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 87,000 93,721

売上原価 73,184 78,895

売上総利益 13,815 14,826

販売費及び一般管理費 9,172 9,638

営業利益 4,643 5,187

営業外収益   

受取利息 37 40

受取配当金 95 86

仕入割引 452 441

その他 94 76

営業外収益合計 679 644

営業外費用   

支払利息 19 20

売上割引 564 562

その他 43 90

営業外費用合計 626 673

経常利益 4,696 5,158

特別利益   

投資有価証券売却益 67 36

固定資産売却益 － 1

新株予約権戻入益 － 1

特別利益合計 67 40

特別損失   

投資有価証券評価損 784 213

固定資産除却損 2 5

固定資産売却損 2 0

特別損失合計 789 219

税金等調整前四半期純利益 3,974 4,978

法人税、住民税及び事業税 1,034 1,353

法人税等調整額 657 653

法人税等合計 1,692 2,006

少数株主損益調整前四半期純利益 2,281 2,971

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 1

四半期純利益 2,283 2,970
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,281 2,971

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △138 △716

為替換算調整勘定 △12 8

その他の包括利益合計 △150 △707

四半期包括利益 2,131 2,263

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,132 2,262

少数株主に係る四半期包括利益 △1 1
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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）  「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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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  53,175  11,165  22,613  86,954  45  87,000

セグメント間の内部売上高
又は振替高  119  491  1,196  1,807  24  1,831

計  53,294  11,657  23,810  88,761  69  88,831

セグメント利益  752  482  4,393  5,628  △6  5,622

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  5,628

「その他」の区分の利益  △6

セグメント間取引消去  △77

全社費用（注）  △1,670

その他の調整額  99

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  3,974
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当第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）  前連結会計年度において「その他」の区分の事業を行っていた連結子会社について、株式を譲渡し連結の範囲

から除外したことから、「その他」の区分の事業はなくなっております。 

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。 

   

   

  

   

   

  （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  60,503  10,911  22,306  93,721  －  93,721

セグメント間の内部売上高
又は振替高  173  553  1,264  1,991  －  1,991

計  60,677  11,464  23,571  95,713  －  95,713

セグメント利益  1,365  417  4,411  6,195  －  6,195

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  6,195

「その他」の区分の利益  －

セグメント間取引消去  73

全社費用（注）  △1,382

その他の調整額  93

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  4,978

因幡電機産業㈱　（9934）　平成25年３月期第２四半期決算短信
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