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(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 94,790 2.5 19,554 △ 11.2 20,919 △ 8.0 12,824 9.5

23年3月期 92,440 9.4 22,026 7.9 22,739 3.4 11,714 △ 11.7

(注) 包括利益 24年3月期 12,714百万円(3.3％) 23年3月期 12,305百万円(△ 13.7％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 366 .11 ― 5.4 8.0 20.6
23年3月期 330 .23 ― 5.0 8.9 23.8

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 48百万円 23年3月期 472百万円

（２）連結財政状態

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

24年3月期 261,486 239,601 90.5 6,837 .39

23年3月期 260,136 237,562 90.3 6,649 .36

(参考) 自己資本 24年3月期 236,602百万円 23年3月期 234,815百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 21,050 △ 10,852 △ 10,679 41,992

23年3月期 22,193 △ 28,006 △ 7,581 42,435

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 75 .00 ― 75 .00 150 .00 5,303 45.4 2.3

24年3月期 ― 75 .00 ― 55 .00 130 .00 4,517 35.5 1.9

25年3月期(予想) ― 70 .00 ― 70 .00 140 .00 34.6

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 47,000 △ 4.4 9,500 △ 18.2 10,000 △ 18.7 6,500 △ 12.0 187 .84

通 期 98,500 3.9 21,000 7.4 22,000 5.2 14,000 9.2 404 .57

tatsuhiro_kobayashi
FASFマーク



  

 

 

 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・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、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

・当社は、平成24年５月９日（水）に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。
この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定で
す。 

※ 注記事項
（１）期中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）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 ： 有

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）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3月期 40,020,736株 23年3月期 40,020,736株

② 期末自己株式数 24年3月期 5,416,518株 23年3月期 4,706,759株

③ 期中平均株式数 24年3月期 35,028,411株 23年3月期 35,475,191株

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、サプライチェーンの早期復旧により東日本大震災の影響で停

滞していた企業の生産活動の回復も見られるようになりましたが、10月の製造業の生産拠点が集中する

タイ国で発生した大洪水被害の影響や欧州の財政危機による金融不安や新興国の景気減速、本年２月後

半からやや円安方向に戻したとは言え長期化する円高等企業を取り巻く環境は引き続き厳しく、先行き

不透明な状況で推移しました。 

このような状況下当社グループは、昨年３月の東日本大震災の影響で落ち込んだ生産量の挽回を鋭意

推進すると共に、平成22年12月に連結子会社化しましたヒロセコリア㈱との営業、開発、生産での連携

も一段と深めつつ当社グループのグローバル事業拡大を進めて参りました。 

また、従来は横浜市内と東京都内に分散しておりました製品開発部門、生産技術部門、営業・マーケ

ティング部門等を昨年12月より横浜市都筑区の新社屋「横浜センター」に集約し、高度化する市場ニー

ズへの更なる迅速な対応を目指し、高付加価値新製品の開発・販売体制の強化を推進中であります。 

その結果、当連結会計年度は一部携帯電話・スマートフォンメーカーの停滞及び産業用機器分野の受

注伸び悩み、更にはタイ国大洪水等の影響もありましたが、ヒロセコリア㈱の連結子会社化による増加

分もあり、売上高は947億９千万円（前年同期比2.5％の増）、営業利益は195億５千４百万円（同

11.2％の減）、経常利益は209億１千９百万円（同8.0％の減）、当期純利益は128億２千４百万円（同

9.5％の増）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

[多極コネクタ] 

当社の主力製品群であります多極コネクタは、丸形コネクタ、角形コネクタ、リボンケーブル用コ

ネクタ、プリント基板用コネクタ、FPC(フレキシブル基板）用コネクタ、ナイロンコネクタ等多品種

にわたります。 

主として携帯電話・スマートフォン、デジタル情報家電、パーソナルコンピュータ、通信機器、カ

ーエレクトロニクス等の分野から計測・制御機器、FA機器及び医療機器などの産業用機器等の分野ま

で幅広く使用されてるコネクタであり、今後の更なる高度情報通信ネットワーク化社会及び環境を考

慮した省エネ化社会の進展とともに需要の拡大が見込まれております。 

当連結会計年度は、一部携帯電話・スマートフォンメーカーの停滞やタイ国大洪水等の影響等もあ

りましたが、ヒロセコリア㈱の連結子会社化による増加分もあり、売上高は756億９千９百万円（前

年同期比1.0％の増）、営業利益は157億５千６百万円（前年同期比13.3％の減）となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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[同軸コネクタ] 

同軸コネクタは、マイクロ波のような高周波信号を接続する特殊な高性能コネクタであり、主にマ

イクロ波通信機、衛星通信装置、電子計測器、または携帯電話・スマートフォン及び伝送・交換装置

等に使用されるコネクタであります。なお、光コネクタ、同軸スイッチもこの中に含んでおります。

当連結会計年度は、売上高は149億４千２百万円（前年同期比7.2％の増）、営業利益は37億６千１

百万円（前年同期比3.1％の増）となりました。 

  

[その他] 

以上のコネクタ製品以外の製品として干渉波EMS等の電子医療機器、マイクロスイッチ類及びコネ

クタ用治工具類等を一括しております。 

当連結会計年度は、売上高は41億４千８百万円（前年同期比16.6％の増）、営業利益は３千６百万

円（前年同期比81.4％の減）となりました。 

  

なお、第３四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、当連結会計年度の比

較・分析は、セグメントの区分変更後の数値によっております。詳細は、「 ３．連結財務諸表

(７)連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報）」の「１ 報告セグメントの概要」をご参

照ください。 

  

② 次期の見通し 

次期(平成25年3月期）の見通しにつきましては、景気は緩やかな回復傾向が続く事が期待されます

が、円高の長期化や欧州債務問題など、先行きの経済環境は引き続き不透明な状況が予想されます。当

社グループといたしましては携帯電話・スマートフォン、タブレットPC向け等の量的拡大やカーエレク

トロニクスの更なる進展に伴う自動車市場での成長及び産機・通信市場分野での伸長が見込まれます。

一方、低価格志向による市場の価格競争は更に激化し継続するものと予測されます。 

このような環境下、先行き不透明ではありますが、現時点では次期の連結業績としまして、売上高

985億円（前年同期比3.9％の増）、営業利益210億円（同7.4％の増）、経常利益220億円（同5.2％の

増）、当期純利益140億円（同9.2％の増）を見込んでおります。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度の総資産は、横浜センター完成に伴う固定資産の増加等により、前連結会計年度に比

べ13億４千９百万円増加して2,614億８千６百万円となりました。負債は未払法人税等の減少等によ

り、６億９千万円減少して218億８千４百万円となりました。また、純資産は利益剰余金の増加等によ

り20億３千９百万円増加して2,396億１百万円となりました。この結果、自己資本比率は90.5%となり、

前連結会計年度末と比べて0.2%増加しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（資金）は、税金等調整前純利益215億５

千９百万円や減価償却費等による資金増が、法人税等の支払額で減殺され、営業活動の資金は、210億

５千万円の余剰となりましたが、定期預金の預入による支出等の投資活動と自己株式の取得による支出

等の財務活動による資金減により、前連結会計年度末に比べ、４億４千３百万円減少し、当連結会計年

度末の資金は、419億９千２百万円(前連結会計年度比1.0％の減）となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

利益配分につきましては、経営の基本方針に基づき、経営基盤を強化し、成長路線の確立を図るととも

に、財務体質をより一層充実させ、安心されるまた期待される企業を目指して、安定した配当を継続して

行くことを基本とし、業績及び経営環境等を総合的に勘案して実施していくことが肝要と考えておりま

す。また、株主還元充実の視点から、資本効率の向上を図るため自己株式の取得も併せて実施していきた

いと考えております。 

この方針に基づき、当期の１株当たり配当金につきましては、期末55円 年間130円を予定しておりま

す。また、次期の１株当たり配当金は、中間・期末70円、年間140円を予想しております。なお、内部留

保資金につきましては、中長期的な視野に立って、今後ますます進展する技術革新に対する研究開発投

資、グローバル化に伴う設備投資や経営環境の変化に対応した機動的なM&Aなどに備えて参りたいと考え

ております。 

  

（２）財政状態に関する分析

平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 91.1％ 90.3％ 90.5％

時価ベースの自己資本比率 151.9％ 137.8％ 115.0％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ％ ― ％ ― ％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

∞ ∞ ∞

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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平成23年３月期決算短信(平成23年５月９日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

http://www.hirose.co.jp 

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

２．経営方針
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３．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 109,422 107,703

受取手形及び売掛金 23,056 23,344

有価証券 22,411 27,735

商品及び製品 3,956 3,799

仕掛品 2,342 2,378

原材料及び貯蔵品 968 1,009

未収入金 2,513 3,203

繰延税金資産 1,634 1,343

その他 1,330 1,597

貸倒引当金 △36 △50

流動資産合計 167,599 172,064

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,094 8,494

機械装置及び運搬具（純額） 6,607 6,638

工具、器具及び備品（純額） 3,920 4,273

土地 5,990 5,940

建設仮勘定 4,851 1,102

有形固定資産合計 24,464 26,448

無形固定資産 1,884 1,511

投資その他の資産

投資有価証券 64,158 59,014

前払年金費用 382 337

繰延税金資産 983 882

その他 983 1,312

貸倒引当金 △320 △85

投資その他の資産合計 66,187 61,461

固定資産合計 92,537 89,421

資産合計 260,136 261,486
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,944 10,415

未払法人税等 4,063 3,205

繰延税金負債 14 31

賞与引当金 1,494 1,461

役員賞与引当金 122 122

その他 3,834 3,995

流動負債合計 20,474 19,231

固定負債

繰延税金負債 1,569 2,101

退職給付引当金 141 170

その他 388 380

固定負債合計 2,100 2,652

負債合計 22,574 21,884

純資産の部

株主資本

資本金 9,404 9,404

資本剰余金 14,371 14,371

利益剰余金 262,056 269,620

自己株式 △49,321 △54,692

株主資本合計 236,511 238,704

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,124 2,394

為替換算調整勘定 △3,820 △4,496

その他の包括利益累計額合計 △1,696 △2,101

新株予約権 64 63

少数株主持分 2,682 2,936

純資産合計 237,562 239,601

負債純資産合計 260,136 261,486
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 92,440 94,790

売上原価 52,615 56,166

売上総利益 39,825 38,623

販売費及び一般管理費 17,799 19,069

営業利益 22,026 19,554

営業外収益

受取利息 755 814

受取配当金 90 99

為替差益 － 28

その他 714 508

営業外収益合計 1,560 1,450

営業外費用

為替差損 747 －

事務所移転費用 － 18

その他 98 66

営業外費用合計 846 85

経常利益 22,739 20,919

特別利益

補助金収入 － 1,004

受取和解金 234 21

特別利益合計 234 1,025

特別損失

段階取得に係る差損 1,895 －

災害による損失 360 －

固定資産除却損 214 385

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 31 －

特別損失合計 2,501 385

税金等調整前当期純利益 20,472 21,559

法人税、住民税及び事業税 8,506 7,269

法人税等調整額 260 1,070

法人税等合計 8,766 8,339

少数株主損益調整前当期純利益 11,706 13,220

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 395

当期純利益 11,714 12,824

連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 11,706 13,220

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △226 269

為替換算調整勘定 826 △774

その他の包括利益合計 599 △505

包括利益 12,305 12,714

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 12,173 12,418

少数株主に係る包括利益 132 296
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 9,404 9,404

当期末残高 9,404 9,404

資本剰余金

当期首残高 14,371 14,371

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 14,371 14,371

利益剰余金

当期首残高 255,259 262,056

当期変動額

剰余金の配当 △4,793 △5,262

当期純利益 11,714 12,824

連結範囲の変動 △124 3

当期変動額合計 6,796 7,564

当期末残高 262,056 269,620

自己株式

当期首残高 △46,535 △49,321

当期変動額

自己株式の取得 △2,785 △5,371

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △2,785 △5,371

当期末残高 △49,321 △54,692

株主資本合計

当期首残高 232,500 236,511

当期変動額

剰余金の配当 △4,793 △5,262

当期純利益 11,714 12,824

自己株式の取得 △2,785 △5,371

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 △124 3

当期変動額合計 4,011 2,192

当期末残高 236,511 238,704
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 2,351 2,124

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△226 269

当期変動額合計 △226 269

当期末残高 2,124 2,394

為替換算調整勘定

当期首残高 △4,505 △3,820

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

684 △675

当期変動額合計 684 △675

当期末残高 △3,820 △4,496

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △2,154 △1,696

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

458 △405

当期変動額合計 458 △405

当期末残高 △1,696 △2,101

新株予約権

当期首残高 66 64

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 64 63

少数株主持分

当期首残高 － 2,682

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,682 253

当期変動額合計 2,682 253

当期末残高 2,682 2,936

純資産合計

当期首残高 230,412 237,562

当期変動額

剰余金の配当 △4,793 △5,262

当期純利益 11,714 12,824

自己株式の取得 △2,785 △5,371

連結範囲の変動 △124 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,138 △153

当期変動額合計 7,149 2,039

当期末残高 237,562 239,601

－ 10 －

ヒロセ電機㈱（6806）平成24年３月期　決算短信



（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

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 20,472 21,559

減価償却費 7,507 8,871

受取利息及び受取配当金 △845 △913

売上債権の増減額（△は増加） 1,540 △403

たな卸資産の増減額（△は増加） 71 △9

仕入債務の増減額（△は減少） △1,523 △665

段階取得に係る差損益（△は益） 1,895 －

その他 987 △427

小計 30,105 28,011

利息及び配当金の受取額 1,220 1,277

法人税等の支払額 △9,133 △8,238

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,193 21,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △95,743 △115,008

定期預金の払戻による収入 81,582 115,559

有価証券の償還による収入 20,000 22,209

有形固定資産の取得による支出 △8,236 △10,834

投資有価証券の取得による支出 △23,146 △22,005

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △2,317 －

その他 △146 △772

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,006 △10,852

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 △2,788 △5,374

配当金の支払額 △4,793 △5,262

その他 0 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,581 △10,679

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,042 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,438 △558

現金及び現金同等物の期首残高 56,836 42,435

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 37 115

現金及び現金同等物の期末残高 42,435 41,992
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該当事項はありません。 

  

（報告セグメントの変更等に関する事項） 

第３四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、当連結会計年度の比較・分析

は、セグメントの区分変更後の数値によっております。詳細は、「 (７)連結財務諸表に関する注記事

項 （セグメント情報）」の「１ 報告セグメントの概要」をご参照ください。 

  

（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） 

当連結会計年度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。 

  

  

１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。当社グループは、主にコネクタ等を生産・販売しており、取り扱う製品・サー

ビスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グル

ープはコネクタの形状を基礎とした製品別セグメントから構成されており、「多極コネクタ」及び「同

軸コネクタ」の２つを報告セグメントとしております。「多極コネクタ」は、主として機器の外部に実

装する丸形コネクタ及び角形コネクタと機器の内部に実装するリボンケーブル用コネクタ、プリント基

板用コネクタ、ＦＰＣ（フレキシブル基板）用コネクタ、ナイロンコネクタがあります。「同軸コネク

タ」は、マイクロ波のような高周波信号を接続する特殊な高性能コネクタであり、ここには光コネクタ

も含んでおります。 

なお、当社グループは、経営計画の変更に基づき、第３四半期連結会計期間より、従来「その他」の

区分に属していました方向性結合器、固定減衰器等及び同軸スイッチ等の高周波デバイス製品等を「同

軸コネクタ」セグメントとしております。 

それに伴い、当連結会計年度については、変更後の区分方法により作成しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

追加情報

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)
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２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、平成23年３月期決算短信（平成23年５月９日開

示）の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：百万円） 

 
(注) １．「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、干渉波EMS等の電子医療機器、マ

イクロスイッチ類及びコネクタ用治工具類等を一括しております。 

２．調整額は以下のとおりです。 

 (1) セグメント資産の調整額220,288百万円は、全社資産であります。 

   全社資産は、主に各報告セグメントに帰属しない金融資産であります。 

 (2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額3,632百万円は各報告セグメントに配分していない全社資

産であります。 

 (3) なお、上記報告セグメントに配分していない全社資産から発生する減価償却費他を含め全社費用につきま

しては、会社が定める配分率に基づいて各報告セグメントに配分しております。 

  

報告セグメント
その他
(注)１

調整額 
(注)２

連結
財務諸表 
計上額多極コネクタ 同軸コネクタ 計

売上高

 外部顧客への売上高 75,699 14,942 90,641 4,148 ― 94,790

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 75,699 14,942 90,641 4,148 ― 94,790

セグメント利益 
(営業利益)

15,756 3,761 19,517 36 ― 19,554

セグメント資産 32,299 6,423 38,722 2,474 220,288 261,486

その他の項目

 減価償却費 7,441 1,051 8,492 379 ― 8,871

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

6,746 966 7,713 177 3,632 11,522
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(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 6,649円36銭

１株当たり当期純利益 330円23銭

１株当たり純資産額 6,837円39銭

１株当たり当期純利益 366円11銭

項目
前連結会計年度末
(平成23年３月31日)

当連結会計年度末
(平成24年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (百万円) 237,562 239,601

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 2,746 2,999

 (うち新株予約権) (百万円) (64) (63)

 (うち少数株主持分) (百万円) (2,682) (2,936)

普通株式に係る純資産額 (百万円) 234,815 236,602

普通株式の発行済株式数 (千株) 40,020 40,020

普通株式の自己株式数 (千株) 4,706 5,416

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数

(千株) 35,313 34,604

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益 (百万円) 11,714 12,824

 普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

 普通株式に係る当期純利益 (百万円) 11,714 12,824

 普通株式の期中平均株式数 (千株) 35,475 35,028

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の
概要

第１回新株予約権
(新株予約権の数  30個) 
第２回新株予約権 
(新株予約権の数 155個) 
第３回新株予約権 
(新株予約権の数  55個)

第１回新株予約権
(新株予約権の数  30個) 
第２回新株予約権 
(新株予約権の数 150個) 
第３回新株予約権 
(新株予約権の数  55個)

(重要な後発事象)
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売上高 

 
(注) 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。 

  

４．その他

地域に関する情報

日本
海外売上高

連結売上高
北米 アジア ヨーロッパ

その他
の地域

合計

Ⅰ 売上高(百万円) 36,830 4,179 47,440 5,527 811 57,959 94,790

Ⅱ 連結売上高 
  に占める割合(％)

38.9 4.4 50.0 5.8 0.9 61.1 100.0
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