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

25年3月期第3四半期 147,151 △0.2 2,529 8.8 2,653 13.3 1,675 27.7
24年3月期第3四半期 147,511 1.0 2,324 △11.7 2,340 △14.1 1,312 △17.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,627百万円 （70.2％） 24年3月期第3四半期 956百万円 （△23.4％）

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3四半期 38.60 ―
24年3月期第3四半期 30.24 ―

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

25年3月期第3四半期 104,710 52,169 49.8 1,202.11
24年3月期 107,179 51,308 47.9 1,182.20
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  52,169百万円 24年3月期  51,308百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
25年3月期 ― 10.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 20.00

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  ：  有   

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 212,000 4.6 4,550 13.6 4,600 15.4 2,850 28.6 65.67



(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  ：  有  

(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 
本四半期決算短信は、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、本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いません。 

※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の見通し等の将来に関する記述は、当社が現段階において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は見通し
と異なることがあります。 

※  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3Q 45,649,955 株 24年3月期 45,649,955 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,251,348 株 24年3月期 2,248,918 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 43,399,523 株 24年3月期3Q 43,404,894 株
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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 

当第 3四半期連結累計期間における経済状況は、米国景気は緩やかに回復しつつあるものの、

欧州財政問題の長期化に加え、円高の定着を背景に、景気は足踏み状態となりました。 

当社グループの取引に関する業界は、中国をはじめとする新興国の成長鈍化に加え、デジタ

ル家電業界の不振があったものの、自動車関連は堅調に推移いたしました。 

このような状況下、当社グループは、中期経営計画の最終年度として、独自の付加価値を見

出し、その役割を積極的に創造していくグローバルソリューションプロバイダーを目指し活動

してまいりました。 

その結果、当社グループの当第 3 四半期連結累計期間の業績は、売上高 1,471 億 51 百万円(前

年同期比 0.2％減)、営業利益 25 億 29 百万円(前年同期比 8.8％増)、経常利益 26 億 53 百万円

(前年同期比 13.3％増)、四半期純利益 16 億 75 百万円(前年同期比 27.7％増)となりました。 

 

報告セグメントの業績は次のとおりです。 

①FA・環境システム事業 

【当第3四半期連結売上高449億 34百万円(前年同期比1.1％増)、営業利益13億 81百万円(前

年同期比 2.8％増)】 

FAシステムでは、欧州財政問題や新興国の景気の減速により、主力の半導体・液晶関連

製造装置や工作機械関連の生産減少が継続し、国内の設備投資も回復には至らず、減収と

なりました。 

冷熱住機では、震災により延期された案件の再開に加え、節電・省エネ対応でのリプレ

ースや太陽光発電設備など、新エネルギー対応の需要もあり、大幅な増収となりました。 

ビルシステムでは、基幹商品であるエレベーター及び環境関連商材が伸び、大幅な増収

となりました。 

情報通信デバイスでは、製造業向けソリューション提案に注力しましたが、主力のモニ

ター関連の販売不振が継続し、減収となりました。 

 

②半導体・デバイス事業 

【当第 3四半期連結売上高 805 億 32 百万円(前年同期比 0.6％増)、営業利益 9億 88百万円（前

年同期比 37.9％増）】 

半導体・デバイス事業では、国内は、デジタル家電関連の低迷に加え、自動車関連での

エコカー補助金終了や、中国における日系製品不買運動の影響により、減収となりました。 

海外子会社では、アジア地域での自動車関連やOA機器関連向け電子部品の販売が好調に

推移し、大幅な増収となりました。 

 

③産業デバイス事業 

【当第 3四半期連結売上高 216 億 83 百万円(前年同期比 5.8％減)、営業利益 1億 53百万円(前

年同期比 39.6％減)】 

産業デバイス事業では、比較的堅調に推移していた自動車関連の生産調整や、産業機器

関連で新興国及び国内需要低迷が継続し、減収となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

資産の部は、現金及び預金が 58 億円増加しましたが、受取手形及び売掛金が 80 億 44 百万

円減少したこと等により、資産合計は前連結会計年度末比 24 億 68 百万円減少し、1,047 億 10

百万円となりました。 

負債の部は、短期借入金が 6 億 4 百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が 52 億 40 百

万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末比 33 億 29 百万円減少し、525 億 40

百万円となりました。 

純資産の部は、四半期包括利益 16 億 27 百万円の計上と配当金の計上 8 億 24 百万円等によ

り、純資産合計は前連結会計年度末比 8 億 61 百万円増加し、521 億 69 百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前期末比 1.9 ポイント増加し、49.8％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第 3 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

連結会計年度末比 58 億円増加し、178 億 68 百万円の残高となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 3 四半期連結累計期間において営業活動から得られた資金は、63 億 18 百万円（前年同

期比 98 億 29 百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上 26 億

50 百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務の減少によるネット資金の増加 36 億 65 百万円、

法人税等の支払 15 億 94 百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 3 四半期連結累計期間において投資活動から得られた資金は、17 百万円（前年同期比

39 億 22 百万円減）となりました。これは主に、有価証券の償還による収入 10 億 61 百万円と

投資有価証券の売買によるネット支出 8 億 52 百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 3 四半期連結累計期間において財務活動に使用した資金は、5 億 72 百万円（前年同期

比 9 億 95 百万円減）となりました。これは主に、短期借入金の増加 2 億 11 百万円と配当金

の支払 7 億 83 百万円によるものです。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績見通しにつきましては、長引く欧州財政問題や円高を背景に、中国をはじめ

とする新興国の成長鈍化による半導体・液晶関連製造装置及び工作機械関連の生産減少や、デ

ジタル家電関連の低迷等があり、主力のFAシステム品や半導体・デバイス品の販売が当初予定

していたほど伸びず、今年に入り円安や株価上昇等の明るい兆しがみえてきたものの、先行き

不透明感が強いことから、平成 24 年 5 月 15 日に公表いたしました数値を下記のとおり修正い

たします。なお、前年同期比では、増収増益となることを予定しております。 

 

平成 25 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 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 銭前 回 発 表 予 想 (Ａ) 

(平成24年5月15日発表) 234,000 5,120 5,100 3,100 71.43

今 回 修 正 予 想 (Ｂ) 212,000 4,550 4,600 2,850 65.67

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) △22,000 △570 △500 △250 

増  減  率 ( ％ ) △9.4 △11.1 △9.8 △8.1 

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭前 期 実 績 (Ｃ) 

(平 成 24年 3月 期 ) 202,723 4,003 3,984 2,216 51.06

(

ご
参
考) 予想前年同期比 (％) 

(Ｂ／Ｃ) 
104.6 113.6 115.4 128.6 

 

 

2．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

・減価償却方法の変更 

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

これによる当第 3 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。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,067 17,868

受取手形及び売掛金 60,658 52,613

有価証券 1,042 50

商品及び製品 17,646 17,505

その他 3,594 4,021

貸倒引当金 △93 △74

流動資産合計 94,915 91,984

固定資産   

有形固定資産 4,019 4,109

無形固定資産 334 328

投資その他の資産   

その他 7,977 8,338

貸倒引当金 △68 △50

投資その他の資産合計 7,909 8,288

固定資産合計 12,263 12,726

資産合計 107,179 104,710

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 48,209 42,968

短期借入金 973 1,578

未払法人税等 863 236

その他 2,864 4,495

流動負債合計 52,911 49,279

固定負債   

退職給付引当金 1,745 2,031

役員退職慰労引当金 209 218

その他 1,004 1,011

固定負債合計 2,959 3,261

負債合計 55,870 52,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,334 10,334

資本剰余金 7,375 7,375

利益剰余金 35,187 36,097

自己株式 △813 △814

株主資本合計 52,083 52,993

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 212 246

為替換算調整勘定 △987 △1,069

その他の包括利益累計額合計 △774 △823

純資産合計 51,308 52,169

負債純資産合計 107,179 104,710
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 147,511 147,151

売上原価 133,651 132,601

売上総利益 13,860 14,549

販売費及び一般管理費 11,535 12,020

営業利益 2,324 2,529

営業外収益   

受取利息 20 24

受取配当金 54 70

持分法による投資利益 82 68

その他 136 130

営業外収益合計 293 294

営業外費用   

支払利息 41 37

売上割引 52 58

為替差損 87 －

売上債権売却損 29 34

その他 66 40

営業外費用合計 277 170

経常利益 2,340 2,653

特別損失   

投資有価証券評価損 35 2

特別損失合計 35 2

税金等調整前四半期純利益 2,305 2,650

法人税等 993 974

少数株主損益調整前四半期純利益 1,312 1,675

四半期純利益 1,312 1,675
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,312 1,675

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △183 32

為替換算調整勘定 △171 △81

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 0

その他の包括利益合計 △356 △48

四半期包括利益 956 1,627

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 956 1,627

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

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 2,305 2,650

減価償却費 276 247

貸倒引当金の増減額（△は減少） △60 △36

受取利息及び受取配当金 △74 △95

支払利息 41 37

為替差損益（△は益） 0 0

持分法による投資損益（△は益） △82 △68

有価証券償還損益（△は益） △1 4

固定資産除売却損益（△は益） △1 △0

投資有価証券売却損益（△は益） △0 26

投資有価証券評価損益（△は益） 35 2

売上債権の増減額（△は増加） △1,198 8,689

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,403 505

仕入債務の増減額（△は減少） △1,007 △5,530

その他 630 1,413

小計 △1,541 7,846

利息及び配当金の受取額 80 102

利息の支払額 △40 △36

法人税等の支払額 △2,009 △1,594

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,511 6,318

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 130 1,061

有形固定資産の取得による支出 △209 △203

有形固定資産の売却による収入 2 2

無形固定資産の取得による支出 △110 △92

投資有価証券の取得による支出 △961 △1,333

投資有価証券の売却による収入 132 480

短期貸付金の増減額（△は増加） 4,997 －

その他 △40 101

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,939 17

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） △826 211

自己株式の純増減額（△は増加） △1 △1

配当金の支払額 △739 △783

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,567 △572

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,225 5,728

現金及び現金同等物の期首残高 8,971 12,067

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 52 72

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,798 17,868
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（４） 継続企業の前提に関する注記

　　　 該当事項はありません。

（５） セグメント情報等

　（セグメント情報）

　Ⅰ　前第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）

　　　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 その他 調整額 四半期連結

ＦＡ・環境
システム

半導体・
デバイス

産業
デバイス

計 (注)1
合計

(注)2
損益計算書

計上額

 売上高

外部顧客への売上高 44,441   80,050   23,017   147,510  1 147,511  -        147,511   

セグメント間の内部
売上高又は振替高

41       -        5        46       133      180      △180    -         

計 44,483   80,050   23,023   147,556  134      147,691  △180    147,511   

 セグメント利益
　（営業利益）

1,344    716      254      2,314    23       2,338    △14     2,324     

(注)１．「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△14百万円は、セグメント間取引消去であります。

　Ⅱ　当第３四半期連結累計期間　（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31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 その他 調整額 四半期連結

ＦＡ・環境
システム

半導体・
デバイス

産業
デバイス

計 (注)1
合計

(注)2
損益計算書

計上額

 売上高

外部顧客への売上高 44,934   80,532   21,683   147,150  0 147,151  -        147,151   

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6        0        3        10       128      138      △138    -         

計 44,941   80,532   21,687   147,161  128      147,290  △138    147,151   

 セグメント利益
　（営業利益）

1,381    988      153      2,524    27       2,551    △22     2,529     

(注)１．「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△22百万円は、セグメント間取引消去であります。

（６） 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。

菱電商事㈱(8084)平成25年3月期第3四半期決算短信

9



4．補足情報

　　　ご参考までに、前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の地域別売上高は

　　　以下の通りであります。

　　前第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）

　【地域別売上高】 　　　　　　（単位：百万円）

日本

海外

連結合計アジア
北米 欧州 海外計

中国 その他

(81.5%) (11.0%) (6.4%) (0.5%) (0.6%) (18.5%) (100%)

120,242                16,153    9,412     800       902       27,268    147,511   

(注) １．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．上段は連結売上高に占める地域別の構成比であります。

　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

　【地域別売上高】 　　　　　　（単位：百万円）

日本

海外

連結合計アジア
北米 欧州 海外計

中国 その他

(77.3%) (12.1%) (7.5%) (1.0%) (2.1%) (22.7%) (100%)

113,727                17,807    11,028    1,475     3,112     33,423    147,151   

(注) １．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

２．上段は連結売上高に占める地域別の構成比であります。
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