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(2) 

 
                                                   当期計上額   前期比増減額 
 

【営業外損益】 ◆その他営業外費用      60百万円     ＋60百円 
          （社債発行費用） 
  
【特別損益】    ◇固定資産売却益           46百万円   ＋45百万円 
                   
【法人税等】   ◇税金費用                      158百万円     ▲87百万円 
          ◆法人税等調整額       36百万円  ＋40百万円 
          

決 算 概 況 

四 半 期 純 利 益 増 減 内 訳 
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【営 業 利 益】

（百万円） 

    主 な 増 減 要 因                         （◇は益要因、◆は損要因） 

（百万円） 

（第2四半期連結累計期間） 

1Q 2Q 累計 1Q 2Q 累計 増　減 伸び率

売  上  高 8,343 8,740 17,084 8,454 8,240 16,694 ▲ 389 ▲2.3%

営業利益 262 162 424 105 87 192 ▲ 232 ▲ 54.8%
 営業利益率 3.1% 1.9% 2.5% 1.2% 1.1% 1.2% ▲ 1.4%

経常利益 394 241 635 207 112 319 ▲ 315 ▲ 49.7%
 経常利益率 4.7% 2.8% 3.7% 2.5% 1.4% 1.9% ▲ 1.8%

四半期純利益 246 141 388 85 68 153 ▲ 234 ▲ 60.4%
 四半期純利益率 3.0% 1.6% 2.3% 1.0% 0.8% 0.9% ▲ 1.4%

1株当たり
四半期純利益（円）

為替レート(US$=\) 102 102 102 120 123 121 19
[ ]は期末日レート [101] [109] [109] [122] [120] [120] [11]

0.67 ▲ 1.90

累計比較

▲ 56.5%1.46

2015年3月期（第2四半期） 2016年3月期（第2四半期）

2.13 1.23 3.36 0.78


セグメント別見通し (2)

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ						2012年３月期(予想)＊ ネンガツキヨソウ						累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		11,787		43.0%		5,620		11,860		40.0%		+73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		7,964		29.1%		3,608		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		6,957		25.4%		2,782		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		692		2.5%		346		730		2.5%		+38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		27,401		100%		12,357		29,650		100%		+2,249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		752		6.4%		431		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		180		2.3%		12		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		449		6.5%		▲ 43		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		36		5.2%		18		40		5.5%		+4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 206		-		▲ 94		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		1,212		4.4%		324		1,250		4.2%		+38		3.1%

								13301		27400				12,356		29,650

								592		1,211				324		1,250





見通し (2)

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ				2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ				通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		27,401		12,357		29,650		+2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		1,212		324		1,250		+38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		2.6%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		1,376		383		1,460		+84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.0%		3.1%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		589		171		830		+241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.2%		1.3%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		4.75		1.49		6.76		+2.01		42.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00				2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		81		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[77]		[80]		[▲3]





セグメント別見通し

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ								2012年３月期(予想)＊2 ネンガツキヨソウ								累計比較 ルイケイヒカク						2012年3月期 ネンガツキ

								Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ				前回予想(通期)*1 ゼンカイヨソウツウキ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		6,294		11,787		43.0%		5,620		6,380		12,000		40.5%		213		1.8%				11,860

						電　　子 デンコ		3,906		4,058		7,964		29.1%		3,608		4,192		7,800		26.3%		▲ 164		▲ 2.1%				7,675

						プレシジョン		3,556		3,401		6,957		25.4%		2,782		3,468		6,250		21.1%		▲ 707		▲ 10.2%				6,500

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		2,860		2,860		9.7%		-		-				2,885

						その他 タ		346		346		692		2.5%		346		364		710		2.4%		18		2.6%				730

						合　　計 ゴウケイ		13,303		14,098		27,401		100%		12,357		17,263		29,620		100%		2219		8.1%				29,650

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		547		752		6.4%		431		429		860		7.2%		108		14.4%				740

						電　　子 デンコ		165		15		180		2.3%		12		127		139		0.4%		▲ 41		▲ 22.8%				162

						プレシジョン		277		172		449		6.5%		▲ 43		200		157		2.5%		▲ 292		▲ 65.0%				200

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		319		319		11.2%		-		-				323

						その他 タ		15		21		36		5.2%		18		29		47		6.6%		11		30.6%				40

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 136		▲ 206		-		▲ 94		▲ 211		▲ 305		-		▲ 99		-				▲ 215

						合　　計 ゴウケイ		594		618		1,212		4.4%		324		893		1,217		4.1%		5		0.4%				1,250

								13301		14099		27400				12,356		17,264		29,620

								592		619		1,211				324		893		1,217



(実績)



見通し

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ						2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ						通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		3Q-4Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		3Q-4Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		14,098		27,401		12,357		17,263		29,620		2,219		8.1%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		618		1,212		324		893		1,217		5		0.4%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		4.4%		2.6%		5.2%		4.1%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		769		1,376		383		1,077		1,460		84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.5%		5.0%		3.1%		6.2%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		296		589		171		579		750		161		27.3%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.1%		2.2%		1.3%		3.4%		2.5%

				1株当たり カブア		2.34		2.41		4.75		1.49				5.95

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00		2.00				2.00		2.00

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		86		81

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[83]		[77]





実績

		

						2015年3月期（第2四半期）						2016年3月期（第2四半期） ネンガツキダイシハンキ						累計比較 ルイケイヒカク

						1Q		2Q		累計 ルイケイ		1Q		2Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		8,343		8,740		17,084		8,454		8,240		16,694		▲ 389		▲2.3%

				営業利益 エイギョウリエキ		262		162		424		105		87		192		▲ 232		▲ 54.8%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		3.1%		1.9%		2.5%		1.2%		1.1%		1.2%		▲ 1.4%

				経常利益 ケイジョウリエキ		394		241		635		207		112		319		▲ 315		▲ 49.7%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.7%		2.8%		3.7%		2.5%		1.4%		1.9%		▲ 1.8%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		246		141		388		85		68		153		▲ 234		▲ 60.4%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		3.0%		1.6%		2.3%		1.0%		0.8%		0.9%		▲ 1.4%

				1株当たり カブア		2.13		1.23		3.36		0.78		0.67		1.46		▲ 1.90		▲ 56.5%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				為替レート(US$=\) カワセ		102		102		102		120		123		121		19

				[ ]は期末日レート キマツビ		[101]		[109]		[109]		[122]		[120]		[120]		[11]





セグメント別実績

		

								2011年３月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ								2012年３月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ								累計比較 ルイケイヒカク

								Q1		Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1		Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		2,825		2,668		5,493		41.3%		2,677		2,943		5,620		45.5%		127		2.3%

						電　　子 デンコ		2,025		1,881		3,906		29.4%		1,694		1,914		3,608		29.2%		▲ 298		▲ 7.6%

						プレシジョン		1,688		1,868		3,556		26.7%		1,285		1,497		2,782		22.5%		▲ 774		▲ 21.8%

						その他 タ		176		170		346		2.6%		178		168		346		2.8%		0		0.0%

						合　　計 ゴウケイ		6,715		6,588		13,303		100%		5,836		6,521		12,357		100%		▲ 946		▲ 7.1%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		116		88		205		3.7%		190		261		451		8.0%		245		119.3%

						電　　子 デンコ		98		67		165		4.2%		23		▲ 11		12		0.4%		▲ 153		▲ 92.3%

						プレシジョン		107		169		277		7.8%		▲ 46		3		▲ 43		▲ 1.5%		▲ 320		▲ 115.5%

						その他 タ		5		9		15		4.3%		18		0		18		5.2%		3		20.0%

						調整額 チョウセイガク		▲ 10		▲ 59		▲ 70		-		▲ 23		▲ 91		▲ 114		-		▲ 44		-

						合　　計 ゴウケイ		317		276		594		4.5%		162		162		324		2.6%		▲ 270		▲ 45.3%

																5834		6522		12356

																162		162		324





貸借対照表

		

												10年9月末 ネンガツマツ		11年3月末 ネンガツマツ		11年9月末 ネンガツマツ

																		10年3月末増減 ネンガツマツゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

						流動資産 リュウドウシサン						23,357		23,875		25,655		1,780

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				4,825		5,534		8,125		2,591

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウカキン				5,890		6,239		7,133		894

								有価証券 ユウカショウケン				4,800		4,800		2,500		▲ 2,300

								たな卸資産 オロシシサン				5,990		5,535		5,954		418

								その他 タ				1,850		1,767		1,942		175

						固定資産 コテイシサン						12,486		12,303		13,863		1,560

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				4,657		4,582		5,515		933

								無形固定資産 ムケイコテイシサン				671		776		2,024		1,248

										のれん						1,142		1,142

										その他 タ		671		776		882		106

								投資有価証券 トウシユウカショウケン				5,311		5,203		4,348		▲ 855

								その他 タ				1,846		1,741		1,975		233

								資産合計 シサンゴウケイ				35,844		36,178		39,518		3,340

						流動負債 リュウドウフサイ						4,864		4,836		7,702		2,866

								支払手形及び買掛金 シハラテガタオヨカイカキン				3,255		2,990		3,853		863

								その他 タ				1,607		1,847		3,849		2,002

						固定負債 コテイフサイ						1,220		1,276		1,622		346

						純資産 ジュンシサン						29,821		30,065		30,215		150

								資本金 シホンキン				12,372		12,372		12,372		0

								資本剰余金 シホンジョウヨキン				16,047		16,047		16,047		0

								利益剰余金 リエキジョウヨキン				2,854		3,150		3,077		▲ 73

								自己株式 ジコカブシキ				▲ 1,453		▲ 1,455		▲ 1,456		▲ 1

								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				286		318		25		▲ 293

								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				▲ 349		▲ 368		▲ 483		▲ 115

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン								631		631

								負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				35,844		36,178		39,518		3,340

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ						82.6%		83.1%		74.8%		▲ 8.3

						１株当たり純資産 カブアジュンシサン						242.50		245.03







(3) 

Q1 Q2 累計
構成比*

利益率 Q1 Q2 累計
構成比*

利益率 増　減 伸び率

時　　計 3,002 3,134 6,137 35.9% 3,139 2,993 6,133 36.7% ▲ 3 ▲ 0.1%

電　　子 1,810 1,900 3,711 21.7% 1,896 1,870 3,766 22.6% ＋55 ＋1.5%

プレシジョン 1,210 1,330 2,540 14.9% 1,308 1,311 2,619 15.7% ＋79 ＋3.1%

接続端子 2,139 2,192 4,332 25.4% 2,021 1,986 4,007 24.0% ▲ 324 ▲ 7.5%

その他 179 183 363 2.1% 89 77 166 1.0% ▲ 196 ▲ 54.1%

合　　計 8,343 8,740 17,084 100% 8,454 8,240 16,694 100% ▲ 389 ▲ 2.3%

時　　計 ▲ 5 34 29 0.5% 99 45 144 2.4% ＋115 ＋396.0%

電　　子 126 11 138 3.7% ▲ 143 ▲ 4 ▲ 147 - ▲ 285 -

プレシジョン ▲ 19 0 ▲ 19 - 53 2 56 2.2% ＋75 -

接続端子 272 243 515 11.9% 119 106 226 5.7% ▲ 288 ▲ 56.1%

その他 22 8 30 8.5% 23 9 33 19.8% ＋2 ＋7.4%

調整額 ▲ 133 ▲ 135 ▲ 269 - ▲ 47 ▲ 73 ▲ 120 - ＋148 -

合　　計 262 162 424 2.5% 105 87 192 1.2% ▲ 232 ▲ 54.8%

営
 

業
 

利
 

益
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（第2四半期連結累計期間） 


セグメント別見通し (2)

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ						2012年３月期(予想)＊ ネンガツキヨソウ						累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		11,787		43.0%		5,620		11,860		40.0%		+73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		7,964		29.1%		3,608		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		6,957		25.4%		2,782		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		692		2.5%		346		730		2.5%		+38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		27,401		100%		12,357		29,650		100%		+2,249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		752		6.4%		431		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		180		2.3%		12		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		449		6.5%		▲ 43		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		36		5.2%		18		40		5.5%		+4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 206		-		▲ 94		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		1,212		4.4%		324		1,250		4.2%		+38		3.1%

								13301		27400				12,356		29,650

								592		1,211				324		1,250





見通し (2)

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ				2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ				通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		27,401		12,357		29,650		+2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		1,212		324		1,250		+38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		2.6%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		1,376		383		1,460		+84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.0%		3.1%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		589		171		830		+241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.2%		1.3%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		4.75		1.49		6.76		+2.01		42.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00				2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		81		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[77]		[80]		[▲3]





セグメント別見通し

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ								2012年３月期(予想)＊2 ネンガツキヨソウ								累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		6,294		11,787		43.0%		5,620		6,240		11,860		40.0%		73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		4,058		7,964		29.1%		3,608		4,067		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		3,401		6,957		25.4%		2,782		3,718		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		2,860		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		346		692		2.5%		346		384		730		2.5%		38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		14,098		27,401		100%		12,357		17,293		29,650		100%		2249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		547		752		6.4%		431		309		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		15		180		2.3%		12		150		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		172		449		6.5%		▲ 43		243		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		319		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		21		36		5.2%		18		22		40		5.5%		4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 136		▲ 206		-		▲ 94		▲ 121		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		618		1,212		4.4%		324		926		1,250		4.2%		38		3.1%

								13301		14099		27400				12,356		17,269		29,650

								592		619		1,211				324		922		1,250



(実績)



見通し

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ						2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ						通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		3Q-4Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		3Q-4Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		14,098		27,401		12,357		17,293		29,650		2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		618		1,212		324		926		1,250		38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		4.4%		2.6%		5.4%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		769		1,376		383		1,077		1,460		84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.5%		5.0%		3.1%		6.2%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		296		589		171		659		830		241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.1%		2.2%		1.3%		3.8%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		2.41		4.75		1.49		4.46		5.95		1.20		25.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00		2.00				2.00		2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		86		81		80		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[83]		[77]		[80]		[80]		[▲3]





実績

		

						2011年３月期（第２四半期） ネンガツキダイシハンキ						2012年３月期（第２四半期） ネンガツキダイシハンキ						累計比較 ルイケイヒカク

						1Q		2Q		累計 ルイケイ		1Q		2Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		6,715		6,588		13,303		5,836		6,520		12,357		▲ 946		▲ 7.1%

				営業利益 エイギョウリエキ		317		276		594		162		162		324		▲ 269		▲ 45.3%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.7%		4.2%		4.5%		2.8%		2.5%		2.6%		▲ 1.9%

				経常利益 ケイジョウリエキ		375		232		607		255		128		383		▲ 224		▲ 36.9%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		5.6%		3.5%		4.6%		4.4%		2.0%		3.1%		▲ 1.5%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		103		189		293		52		119		171		▲ 121		▲ 41.4%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		1.5%		2.9%		2.2%		0.9%		1.8%		1.3%		▲ 0.9%

				1株当たり カブア		0.82		1.53		2.34		0.43		0.97		1.40		▲ 0.94		▲ 40.2%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				為替レート(US$=\) カワセ		92		88		90		82		79		81		▲ 9

				[ ]は期末日レート キマツビ		[88]		[84]		[84]		[81]		[77]		[77]		[▲7]





セグメント別実績

		

								2015年3月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ								2016年3月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ								累計比較 ルイケイヒカク

								Q1		Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1		Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		3,002		3,134		6,137		35.9%		3,139		2,993		6,133		36.7%		▲ 3		▲ 0.1%

						電　　子 デンコ		1,810		1,900		3,711		21.7%		1,896		1,870		3,766		22.6%		＋55		＋1.5%

						プレシジョン		1,210		1,330		2,540		14.9%		1,308		1,311		2,619		15.7%		＋79		＋3.1%

						接続端子 セツゾクタンシ		2,139		2,192		4,332		25.4%		2,021		1,986		4,007		24.0%		▲ 324		▲ 7.5%

						その他 タ		179		183		363		2.1%		89		77		166		1.0%		▲ 196		▲ 54.1%

						合　　計 ゴウケイ		8,343		8,740		17,084		100%		8,454		8,240		16,694		100%		▲ 389		▲ 2.3%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		▲ 5		34		29		0.5%		99		45		144		2.4%		＋115		＋396.0%

						電　　子 デンコ		126		11		138		3.7%		▲ 143		▲ 4		▲ 147		-		▲ 285		-

						プレシジョン		▲ 19		0		▲ 19		-		53		2		56		2.2%		＋75		-

						接続端子 セツゾクタンシ		272		243		515		11.9%		119		106		226		5.7%		▲ 288		▲ 56.1%

						その他 タ		22		8		30		8.5%		23		9		33		19.8%		＋2		＋7.4%

						調整額 チョウセイガク		▲ 133		▲ 135		▲ 269		-		▲ 47		▲ 73		▲ 120		-		＋148		-

						合　　計 ゴウケイ		262		162		424		2.5%		105		87		192		1.2%		▲ 232		▲ 54.8%





貸借対照表

		

												10年9月末 ネンガツマツ		11年3月末 ネンガツマツ		11年9月末 ネンガツマツ

																		11年3月末増減 ネンガツマツゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

						流動資産 リュウドウシサン						23,357		23,875		25,655		1,780

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				4,825		5,534		8,125		2,591

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウカキン				5,890		6,239		7,133		894

								有価証券 ユウカショウケン				4,800		4,800		2,500		▲ 2,300

								たな卸資産 オロシシサン				5,990		5,535		5,954		418

								その他 タ				1,850		1,767		1,942		175

						固定資産 コテイシサン						12,486		12,303		13,884		1,581

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				4,657		4,582		5,515		933

								無形固定資産 ムケイコテイシサン				671		776		2,024		1,248

										のれん						1,142		1,142

										その他 タ		671		776		882		106

								投資有価証券 トウシユウカショウケン				5,311		5,203		4,348		▲ 855

								その他 タ				1,846		1,741		1,995		254

								資産合計 シサンゴウケイ				35,844		36,178		39,539		3,361

						流動負債 リュウドウフサイ						4,864		4,836		7,702		2,866

								支払手形及び買掛金 シハラテガタオヨカイカキン				3,255		2,990		3,853		863

								短期借入金 タンキカリイレキン								1,500		1,500

								その他 タ				1,607		1,847		2,349		502

						固定負債 コテイフサイ						1,220		1,276		1,622		346

						純資産 ジュンシサン						29,821		30,065		30,215		150

								資本金 シホンキン				12,372		12,372		12,372		0

								資本剰余金 シホンジョウヨキン				16,047		16,047		16,047		0

								利益剰余金 リエキジョウヨキン				2,854		3,150		3,077		▲ 73

								自己株式 ジコカブシキ				▲ 1,453		▲ 1,455		▲ 1,456		▲ 1

								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				286		318		25		▲ 293

								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				▲ 349		▲ 368		▲ 483		▲ 115

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン								631		631

								負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				35,844		36,178		39,539		3,361

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ						82.6%		83.1%		74.8%		▲ 8.3

						１株当たり純資産 カブアジュンシサン						242.50		245.03		246.26		1.23
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(4) 

売 上 高 推 移 【セグメント別】 
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（億円） 

  12/Q2 13/Q2 14/Q2 15/Q2 [16/Q2] 

売 
上 
高 
構 
成 
比 

時計事業 46% 39% 42% 36% 37% 

電子事業 29% 24% 20% 22% 22% 

プレシジョン事業 22% 20% 17% 15% 16% 

接続端子事業 - 15% 19% 25% 24% 

その他の事業 3% 2% 2% 2% 1% 

合計 100% 100% 100% 100% 100% 
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プレシジョン 

（百万円） 

  12/Q2 13/Q2 14/Q2 15/Q2 [16/Q2] 前期比 

営
業
利
益 

時計事業 451 736 289 29 144 +115 

電子事業 12 175 ▲195 138 ▲147 ▲285 

プレシジョン事業 ▲43 ▲24 ▲8 ▲19 56 +75 

接続端子事業 － 159 269 515 226 ▲288 

その他の事業 18 38 27 30 33 +2 

調整額 ▲114 ▲150 ▲171 ▲269 ▲120 +148 

合計 324 934 210 424 192 ▲232 
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業 績 推 移 【時計事業】 
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  国内販売におきましては、中高級品

の販売を強化したことにより、クロック
の売上が増加し、国内販売はわずかな
がら売上高は増加しました。海外販売
は、世界的な景気減速の中でしたが、
全体としては横ばいとなりました。 

  利益の面におきましては、円安により
海外生産コストは上昇しておりますが、
原価率の改善や継続的な経費削減効
果により、増益となりました。 

 
 売上高： 61億33百万円 
 （前年同期比0.1％の減） 
 営業利益： 1億44百万円 
 （前年同期比1億15百万円の増） 
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Sheet1

		時計売上高		12/Q2		13/Q2		14/Q2		15/Q2		〔16/Q2〕

		国内クロック		36		37		37		34		35

		国内その他		10		13		12		11		10

		海外		8		10		12		15		15

		合計		56		61		62		61		61
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業 績 推 移 【電子事業】 
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  車載・映像機器分野におきまして受

注減少により減収となったものの、海
外での受注が活況に推移したことか
ら、増収となりました。 

  損失の面におきましては、不採算
商品のリストラを実施したことから、
減益となりました。  

 
 売上高： 37億66百万円 
 （前年同期比1.5%の増） 
 営業損失： 1億47百万円 
 （前年同期 1億38百万円の利益） 
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業 績 推 移 【プレシジョン事業】 
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  国内においては、新領域の開拓を

進めることにより、光学部品に依存
する売上体質からの改善を図って参
りました。また、海外でのユニット組
立事業が好調に推移し、セグメント
全体の売上高は増収となりました。 

  利益の面におきましては、原価改
善により増益となりました。 

 
 売上高： 26億19百万円 
 （前年同期比3.1％の増） 
 営業利益： 56百万円 
 （前年同期 19百万円の損失） 
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		プレ売上高		12/Q2		13/Q2		14/Q2		15/Q2		〔16/Q2〕

		国内		23		26		20		18		17
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業 績 推 移 【接続端子事業】 
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  国内では、太陽光発電、家電分野

で受注に厳しさ見られ、自動車や電
動アシスト自転車分野は受注が堅調
に推移しました。海外では、インドネ
シアやベトナムでの二輪向け部品が
需要減少による受注減により減収と
なり、セグメント全体の売上高は減収
となりました。 

 利益の面におきましては、受注減少
により、減益となりました。 

 
 売上高： 40億7百万円 
 （前年同期比7.5％の減） 
 営業利益： 2億26百万円 
 （前年同期比2億88百万円の減） 
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(10) 

貸 借 対 照 表 
（百万円） 

15年3月末増減

流動資産 25,031 25,694 27,812 +2,155
現金及び預金 6,796 7,782 9,162 +1,379
受取手形及び売掛金 8,143 8,800 7,593 ▲1,206
有価証券 900 0 0 0
たな卸資産 8,565 8,392 8,960 +567
その他 627 718 2,095 +1,377

固定資産 20,227 21,527 20,768 ▲759
有形固定資産 7,864 8,776 8,733 ▲42
無形固定資産 3,831 3,751 3,402 ▲348

のれん 2,480 2,505 2,333 ▲171
その他 1,351 1,246 1,069 ▲177

投資有価証券 6,604 6,985 6,521 ▲464
その他 1,928 2,015 2,112 +97
資産合計 45,258 47,222 48,580 +1,358

流動負債 6,781 7,244 6,396 ▲848
支払手形及び買掛金 4,435 4,617 4,124 ▲493

709 600 600 0
その他 1,637 2,027 1,672 ▲354

固定負債 3,877 3,464 8,195 +4,730
長期借入金 1,700 1,400 1,228 ▲171
社債 0 0 5,000 +5,000 ・私募債発行
その他 2,177 2,064 1,967 ▲97

純資産 34,600 36,512 33,988 ▲2,524
資本金 12,372 12,372 12,372 0
資本剰余金 13,681 13,681 13,681 0
利益剰余金 5,749 6,423 6,247 ▲176
自己株式 ▲ 239 ▲ 1,065 ▲ 3,123 ▲2,057
その他有価証券評価差額金 2,198 2,586 2,293 ▲293

839 2,515 2,518 +3
負債・純資産合計 45,258 47,222 48,580 +1,358

自己資本比率 76.4% 77.3% 70.0% ▲7.3%
１株当たり純資産 299.31 294.11 346.27 52.16

15年9月末 主な増減要因

短期借入金及び1年以内返済長期借入金

為替換算調整勘定及びその他

14年9月末 15年3月末


貸借対照表 (2)

		

												10年9月末 ネンガツマツ		11年3月末 ネンガツマツ		11年9月末 ネンガツマツ

																		11年3月末増減 ネンガツマツゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

						流動資産 リュウドウシサン						23,357		23,875		25,655		1,780

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				4,825		5,534		8,125		2,591

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウカキン				5,890		6,239		7,123		884

								有価証券 ユウカショウケン				4,800		4,800		2,500		▲ 2,300

								たな卸資産 オロシシサン				5,990		5,535		5,954		418

								その他 タ				1,850		1,767		1,942		175

						固定資産 コテイシサン						12,486		12,303		13,884		1,581

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				4,657		4,582		5,515		933

								無形固定資産 ムケイコテイシサン				671		776		2,024		1,248

										のれん						1,142		1,142

										その他 タ		671		776		882		106

								投資有価証券 トウシユウカショウケン				5,311		5,203		4,348		▲ 855

								その他 タ				1,846		1,741		1,995		254

								資産合計 シサンゴウケイ				35,844		36,178		39,539		3,361

						流動負債 リュウドウフサイ						4,864		4,836		7,702		2,866

								支払手形及び買掛金 シハラテガタオヨカイカキン				3,255		2,990		3,853		863

								短期借入金 タンキカリイレキン								1,500		1,500

								その他 タ				1,607		1,847		2,349		502

						固定負債 コテイフサイ						1,220		1,276		1,622		346

						純資産 ジュンシサン						29,821		30,065		30,215		150

								資本金 シホンキン				12,372		12,372		12,372		0

								資本剰余金 シホンジョウヨキン				16,047		16,047		16,047		0

								利益剰余金 リエキジョウヨキン				2,854		3,150		3,077		▲ 73

								自己株式 ジコカブシキ				▲ 1,453		▲ 1,455		▲ 1,456		▲ 1

								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				286		318		25		▲ 293

								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				▲ 349		▲ 368		▲ 483		▲ 115

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン								631		631

								負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				35,844		36,178		39,539		3,361

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ						82.6%		83.1%		74.8%		▲ 8.3

						１株当たり純資産 カブアジュンシサン						242.50		245.03		246.26		1.23





セグメント別見通し (2)

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ						2012年３月期(予想)＊ ネンガツキヨソウ						累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		11,787		43.0%		5,620		11,860		40.0%		+73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		7,964		29.1%		3,608		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		6,957		25.4%		2,782		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		692		2.5%		346		730		2.5%		+38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		27,401		100%		12,357		29,650		100%		+2,249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		752		6.4%		431		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		180		2.3%		12		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		449		6.5%		▲ 43		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		36		5.2%		18		40		5.5%		+4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 206		-		▲ 94		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		1,212		4.4%		324		1,250		4.2%		+38		3.1%

								13301		27400				12,356		29,650

								592		1,211				324		1,250





見通し (2)

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ				2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ				通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		27,401		12,357		29,650		+2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		1,212		324		1,250		+38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		2.6%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		1,376		383		1,460		+84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.0%		3.1%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		589		171		830		+241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.2%		1.3%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		4.75		1.49		6.76		+2.01		42.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00				2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		81		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[77]		[80]		[▲3]





セグメント別見通し

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ								2012年３月期(予想)＊2 ネンガツキヨソウ								累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		6,294		11,787		43.0%		5,620		6,240		11,860		40.0%		73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		4,058		7,964		29.1%		3,608		4,067		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		3,401		6,957		25.4%		2,782		3,718		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		2,860		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		346		692		2.5%		346		384		730		2.5%		38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		14,098		27,401		100%		12,357		17,293		29,650		100%		2249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		547		752		6.4%		431		309		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		15		180		2.3%		12		150		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		172		449		6.5%		▲ 43		243		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		319		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		21		36		5.2%		18		22		40		5.5%		4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 136		▲ 206		-		▲ 94		▲ 121		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		618		1,212		4.4%		324		926		1,250		4.2%		38		3.1%

								13301		14099		27400				12,356		17,269		29,650

								592		619		1,211				324		922		1,250



(実績)



見通し

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ						2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ						通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		3Q-4Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		3Q-4Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		14,098		27,401		12,357		17,293		29,650		2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		618		1,212		324		926		1,250		38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		4.4%		2.6%		5.4%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		769		1,376		383		1,077		1,460		84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.5%		5.0%		3.1%		6.2%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		296		589		171		659		830		241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.1%		2.2%		1.3%		3.8%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		2.41		4.75		1.40		5.36		6.76		2.01		42.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00		2.00				2.00		2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		86		81		80		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[83]		[77]		[80]		[80]		[▲3]





Q3実績

		

						2011年３月期（第3四半期） ネンガツキダイシハンキ								2012年３月期（第3四半期） ネンガツキダイシハンキ								累計比較 ルイケイヒカク

						Q1		Q2		Q3		累計 ルイケイ		Q1		Q3		Q3		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		6,715		6,588		7,466		20,770		5,836		6,520		8,355		20,712		▲ 58		▲ 2.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		317		276		556		1,150		162		162		552		876		▲ 273		▲ 23.9%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.7%		4.2%		7.4%		5.5%		2.8%		2.5%		6.6%		2.6%		▲ 2.9%

				経常利益 ケイジョウリエキ		375		232		630		1,238		255		128				383		▲ 855		▲ 36.9%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		5.6%		3.5%		8.5%		6.0%		4.4%		2.0%		0.0%		3.1%		▲ 2.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		103		189		331		625		52		119				171		▲ 453		▲ 41.4%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		1.5%		2.9%		4.4%		3.0%		0.9%		1.8%		0.0%		1.3%		▲ 1.7%

				1株当たり カブア		0.82		1.53		2.70		5.02		0.43		0.97				1.40		▲ 3.62		▲ 40.2%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				為替レート(US$=\) カワセ		92		88		83		88		82		79		77		79		▲ 8

				[ ]は期末日レート キマツビ		[88]		[84]		[81]		[81]		[81]		[77]		[78]		[78]		[▲4]





時計実績

		

				時計事業（国内） トケイジギョウコクナイ

						85上期 カミキ		85期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ		86上期 カミキ		86期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ

		総売上 ソウウリアゲ		数量 スウリョウ		1,951		1,226		3,177		2,147		1,330		3,477		1.09

				金額 キンガク		4,617		2,684		7,301		4,749		2,866		7,615		1.04

				単価 タンカ		2,367		2,189		2,298		2,212		2,155		2,190		0.95

		気象計 キショウケイ				85上期 カミキ		85期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ		86上期 カミキ		86期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ

		社製 シャセイ		数量 スウリョウ		3,734		7,488		11,222		23,545		27,600		51,145		4.56

				金額 キンガク		4,277		10,180		14,457		34,415		33,187		67,602		4.68

				単価 タンカ		1,145		1,360		1,288		1,462		1,202		1,322		1.03

		仕入れ シイ		数量 スウリョウ		29170		11,348		40,518		43,631		15,724		59,355		1.46

				金額 キンガク		26,109		10,105		36,214		37,128		12,481		49,609		1.37

				単価 タンカ		895		890		894		851		794		836		0.94

		計 ケイ		数量 スウリョウ		32,904		18,836		51,740		67,176		43,324		110,500		2.14

				金額 キンガク		30,386		20,285		50,671		71,543		45,668		117,211		2.31

				単価 タンカ		923		1,077		979		1,065		1,054		1,061		1.08

		歩数計 ホスウケイ				85上期 カミキ		85期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ		86上期 カミキ		86期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ

		社製 シャセイ		数量 スウリョウ		19,870		7,114		26,984		18,393		8,392		26,785		0.99

				金額 キンガク		27,039		9,430		36,469		23,126		10,255		33,381		0.92

				単価 タンカ		1,361		1,326		1,352		1,257		1,222		1,246		0.92

		仕入れ シイ		数量 スウリョウ						0						0

				金額 キンガク						0						0

				単価 タンカ

		計 ケイ		数量 スウリョウ		19,870		7,114		26,984		18,393		8,392		26,785		0.99

				金額 キンガク		27,039		9,430		36,469		23,126		10,255		33,381		0.92

				単価 タンカ		1360.7951685959		1,326		1,352		1,257		1,222		1,246		0.92





Q3セグメント別実績

		

								2011年３月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ										2012年３月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ										累計比較 ルイケイヒカク

								Q1		Q2		Q3		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1		Q2		Q3		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		2,825		2,668		3,220		8,714		42.0%		2,677		2,943		3,463		9,083		43.9%		369		4.2%

						電　　子 デンコ		2,025		1,881		2,179		6,086		29.3%		1,694		1,914		2,096		5,704		27.5%		▲ 382		▲ 6.3%

						プレシジョン		1,688		1,868		1,882		5,439		26.2%		1,285		1,497		1,382		4,164		20.1%		▲ 1,275		▲ 23.4%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		-		-		1,228		1,228		5.9%		1,228		-

						その他 タ		176		170		183		529		2.5%		178		168		185		531		2.6%		2		0.4%

						合　　計 ゴウケイ		6,715		6,588		7,466		20,770		100%		5,836		6,521		8,354		20,712		100%		▲ 58		▲ 0.3%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		116		88		368		573		6.6%		190		261		447		898		9.9%		325		56.7%

						電　　子 デンコ		98		67		65		231		3.8%		23		▲ 11		90		102		0.4%		▲ 129		▲ 55.8%

						プレシジョン		107		169		153		430		7.9%		▲ 46		3		▲ 15		▲ 58		▲ 1.4%		▲ 488		-

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		-		-		86		86		7.0%		86		-

						その他 タ		5		9		22		37		7.1%		18		0		27		45		8.5%		8		19.6%

						調整額 チョウセイガク		▲ 10		▲ 59		▲53		▲ 123		-		▲ 23		▲ 91		▲ 83		▲ 197		-		▲ 74		-

						合　　計 ゴウケイ		317		276		556		1,150		5.5%		162		162		552		876		4.2%		▲ 274		▲ 23.8%

																		5834		6,522				19482

																		162		162		552		876

										2010								2011

						掛け カ		数量 スウリョウ		436								497						114%

								金額 キンガク		1,739				3,984				1,726		3,468				99%		87%

						置き オ		数量 スウリョウ		57								51						89%

								金額 キンガク		346				6,030				298		5,808				86%		96%

						目覚まし メザ		数量 スウリョウ		505								571						113%

								金額 キンガク		632				1,249				733		1,284				116%		103%

						デジタル		数量 スウリョウ		585								613						105%

								金額 キンガク		857				1,463				840		1,370				98%		94%

						計 ケイ		数量 スウリョウ		1,638								1,774						108%

						社製クロック シャセイ		金額 キンガク		3,609				2,203				3,613		2,037				100%		92%





貸借対照表

		

												14年9月末 ネンガツマツ		15年3月末 ネンガツマツ		15年9月末 ネンガツマツ

																		15年3月末増減 ネンガツマツゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

						流動資産 リュウドウシサン						25,031		25,694		27,812		+2,155

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				6,796		7,782		9,162		+1,379

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウカキン				8,143		8,800		7,593		▲1,206

								有価証券 ユウカショウケン				900		0		0		0

								たな卸資産 オロシシサン				8,565		8,392		8,960		+567

								その他 タ				627		718		2,095		+1,377

						固定資産 コテイシサン						20,227		21,527		20,768		▲759

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				7,864		8,776		8,733		▲42

								無形固定資産 ムケイコテイシサン				3,831		3,751		3,402		▲348

										のれん		2,480		2,505		2,333		▲171

										その他 タ		1,351		1,246		1,069		▲177

								投資有価証券 トウシユウカショウケン				6,604		6,985		6,521		▲464

								その他 タ				1,928		2,015		2,112		+97

								資産合計 シサンゴウケイ				45,258		47,222		48,580		+1,358

						流動負債 リュウドウフサイ						6,781		7,244		6,396		▲848

								支払手形及び買掛金 シハラテガタオヨカイカキン				4,435		4,617		4,124		▲493

								短期借入金及び1年以内返済長期借入金 タンキカリイレキンオヨネンイナイヘンサイチョウキカリイレキン				709		600		600		0

								その他 タ				1,637		2,027		1,672		▲354

						固定負債 コテイフサイ						3,877		3,464		8,195		+4,730

								長期借入金 チョウキカリイレキン				1,700		1,400		1,228		▲171

								社債 シャサイ				0		0		5,000		+5,000		・私募債発行 シボサイハッコウ

								その他 タ				2,177		2,064		1,967		▲97

						純資産 ジュンシサン						34,600		36,512		33,988		▲2,524

								資本金 シホンキン				12,372		12,372		12,372		0

								資本剰余金 シホンジョウヨキン				13,681		13,681		13,681		0

								利益剰余金 リエキジョウヨキン				5,749		6,423		6,247		▲176

								自己株式 ジコカブシキ				▲ 239		▲ 1,065		▲ 3,123		▲2,057

								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				2,198		2,586		2,293		▲293

								為替換算調整勘定及びその他 カワセカンサンチョウセイカンジョウオヨタ				839		2,515		2,518		+3

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン										0

								負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				45,258		47,222		48,580		+1,358

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ						76.4%		77.3%		70.0%		▲7.3%

						１株当たり純資産 カブアジュンシサン						299.31		294.11		346.27		52.16
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設備投資・減価償却費 

設 備 投 資 

減 価 償 却 費 

設 備 投 資 （通期）見通 

（億円） 

（億円） 

             （億円） 
 

［時         計］   5.8 自動化機器（MOV組立、塗装） 
 

［電         子］    0.8  部材加工・検査機器 
 

［プレシジョン］   2.2  自動化機器、工場改装費 
 

[接 続 端 子]    4.2   組立設備・工場改装費 
 

[その他]     1.3  新倉庫建設等(物流子会社) 
 

    合 計    14.4 
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［見通］ 
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フリーキャッシュフロー 
（百万円）  

【営業活動によるキャッシュフロー】 
◇ 税金等調整前当期純利益      349 
◇ 減価償却費               645 
◇ のれん償却額           168 
◇ 売上債権の減少                1,223 
◆ たな卸資産の増加            ▲549 
◆ 仕入債務の減少               ▲501 
◆ 法人税等の支払額             ▲389 
◆ その他資産の増加     ▲1,412 

【投資活動によるキャッシュフロー】 
◆ 有形固定資産の取得          ▲506 
◇ 有形固定資産の売却      105 
 
【財務活動によるキャッシュフロー】 
◆ 長期借入金の返済      ▲300 
◇ 社債発行による収入      5,000 
◆ 自己株式取得による支出  ▲2,057 
◆ 配当金の支払額                 ▲331 

主  な  内  訳 ◇は収入、◆は支出 

（第2四半期連結累計期間） 

▲ 1,099

▲ 2,183

▲ 659

▲ 1,245

318

▲ 2,500

▲ 2,000

▲ 1,500

▲ 1,000

▲ 500

0

500

1,000

1,500

12/Q2 13/Q2 14/Q2 15/Q2 〔16/Q2〕

営業活動によるキャッシュフロー 1,010 488 749 376 ▲883 

投資活動によるキャッシュフロー ▲2,110 ▲170 ▲2,932 ▲1,035 ▲361 

フリーキャッシュフロー ▲1,099 318 ▲2,183 ▲659 ▲1,245 

財務活動によるキャッシュフロー 1,257 ▲2,516 2,542 ▲649 2,609 

現金及び同等物の期末残高 10,274 8,044 9,615 7,246 8,680 
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ト ピ ッ ク ス  

 新製品発表会 

9月3日、Jリーグ浦和 
  レッドダイヤモンズとの 
  オフィシャルサポート 
  契約締結をリリース。 

 子ども霞が関見学デー         

7月29日30日、各府省庁
が連携し開催された「子
ども霞が関見学デー」に
て、「めざまし組立体験」
に当社も協力。 

 浦和レッズとのオフィシャルサポート契約締結 

9月3日、流通関係者向けの
「RHYTHM新製品発表会
2015」開催。新商品140モ
デルを一挙展示。 
メイドインジャパン製品、ドイ
ツ製機械式クロック、香蘭社
とのコラボ商品等多彩な品
ぞろえに、来場された方か
ら高い評価をいただきまし
た。 

 ギフトショー、キャラホビに出展 

 自己株式取得状況 

 新感覚デジタルクロック「TOKIOTO」発売 

Bluetooth ®機能に対応
している端末から音楽や
ラジオなどの音声をワイ
ヤレス再生できる機能を
搭載したデジタルクロック。 

10月末現在 取得状況  13,937千株 
            金額23億12百万円 8RDA71SR02  ¥30,000+消費税 

発売9月 
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