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（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 ％ 

26年３月期第２四半期  179,619  9.1  11,007  25.6  10,744  47.8  6,487  △16.6

25年３月期第２四半期  164,615  4.4  8,766  28.6  7,269  72.4  7,778  970.7

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 12,845百万円 （ ％） 242.7  25年３月期第２四半期 3,747百万円 （ ％）－

  
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 

26年３月期第２四半期  25.19  －

25年３月期第２四半期  30.20  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  388,661  183,996  46.1

25年３月期  379,931  172,396  44.3

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 179,093百万円   25年３月期 168,389百万円 

  
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 

25年３月期  － 5.00 － 5.00  10.00

26年３月期  － 6.00   
26年３月期（予
想）    － 6.00  12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％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 
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  385,000  10.7  25,500  38.5  23,000  27.8  14,500  △1.3  56.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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                      ： 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） 26年３月期２Ｑ 268,624,510株 25年３月期 268,624,510株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 11,081,873株 25年３月期 11,080,045株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 257,543,333株 25年３月期２Ｑ 257,545,767株

 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の対象外です。なお、この四半期決算短信の

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す。

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、〔添付資料〕

３、４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧

下さい。
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）における世界経済の状況は、米国経済は回復

基調にあり、欧州経済にも底入れの兆しが見え始めているものの、中国、インドなど新興国経済の鈍化といった懸念

材料は未だ払拭されず、依然として先行き不透明な状況が続いています。日本経済は、一連の経済政策等への期待感

から進行した円高の是正・株高が継続し、個人消費・企業業績の一部が改善するなど着実に景気回復感が高まり、

製造業の設備投資も持ち直しつつあるなど、緩やかな回復基調となりました。 

このような事業環境においても、当社グループは中期経営計画“Evolution 2015”に基づき、エネルギー関連投資

の拡大を背景に堅調に推移している制御事業を中心に、積極的な事業活動を展開しました。その結果、売上高、営業

利益とも前年同期と比べ増加しました。 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は1,796億19百万円（前年同期比 150億４百万円

増）となり、営業利益は110億７百万円（前年同期比 22億40百万円増）、経常利益は107億44百万円（前年同期比 34

億74百万円増)となりました。 

四半期純利益は64億87百万円（前年同期比 12億90百万円減）となりましたが、これは前年同期に遊休資産の売却

に関する特別利益を計上したためです。 
  

セグメント別の概況は以下のとおりです。 

制御事業 

制御事業は、日本市場では厳しい状況が続いたものの、海外市場ではエネルギー関連市場での需要が引き続き堅調

でした。これらの結果、同事業の売上高、営業利益は、前年同期と比べ増加しました。 

 当第２四半期連結累計期間における同事業の売上高は1,552億０百万円（前年同期比 149億77百万円増）、営業

利益は106億66百万円（前年同期比 15億42百万円増）となりました。 
  
計測機器事業 

 当第２四半期連結累計期間における同事業の売上高は137億47百万円（前年同期比 １億２百万円減）、営業利益は

３億83百万円（前年同期は ４億30百万円の営業損失）となりました。 
  

その他事業 

 当第２四半期連結累計期間におけるその他事業の売上高は106億71百万円（前年同期比 １億30百万円増）、営業

損失は42百万円（前年同期は 72百万円の営業利益）となりました。 
  
（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産は、前連結会計年度末との比較において、以下のとおりと

なりました。 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は3,886億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ87億29百万円増加しま

した。現金及び預金が23億78百万円、たな卸資産が38億56百万円、投資有価証券が47億61百万円増加した一方、受取

手形及び売掛金が13億25百万円減少したことが主な要因です。 

負債合計は2,046億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億70百万円減少しました。未払金が７億85百万

円、その他流動負債が７億60百万円、その他固定負債が12億90百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が26億73百

万円、賞与引当金が33億46百万円減少したことが主な要因です。 

純資産は1,839億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ116億０百万円増加しました。利益剰余金が52億０百万

円、その他有価証券評価差額金が33億53百万円、為替換算調整勘定が24億24百万円増加したことが主な要因です。 
  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ21億62百万円増加し、609億

88百万円となりました。なお、当第２四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益107億13百万円に

対し、プラス要因である減価償却費65億92百万円、売上債権の減少59億36百万円等と、マイナス要因である賞与引当

金の減少34億31百万円、たな卸資産の増加32億１百万円、仕入債務の減少38億51百万円、法人税等の支払額又は還付

額38億91百万円等の結果、78億49百万円の収入（前年同期は 22億40百万円の支出）となりました。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による36億41百万円、

無形固定資産の取得による22億99百万円の支出等の結果、51億11百万円の支出（前年同期比 43億65百万円の支出

増）となりました。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金12億87百万円の支払等により、17億75

１．当四半期決算に関する定性的情報
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百万円の支出（前年同期比 37億97百万円の支出減）となりました。 
  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月14日発表の平成26年３月期通期連結業績予想を以下のとおり変更しました。 

当第２四半期連結累計期間の業績予想と実績との差異等を踏まえ、営業利益予想及び経常利益予想を15億円、当期

純利益予想を10億円それぞれ上方修正しました。 

セグメント別には、制御事業では、受注高予想を120億円、売上高予想及び営業利益予想を20億円それぞれ上方修正

しました。計測機器事業では、受注高予想及び売上高予想を20億円、営業利益予想を５億円それぞれ下方修正しま

した。その他事業については修正せず、前回発表予想を据え置きました。 

 なお、連結業績予想の前提となる下期の為替レートは、米ドルを90円から95円に、ユーロを120円から130円にそれ

ぞれ変更しています。 

  

平成25年５月14日の決算短信で発表した通期連結業績予想との差異は以下のとおりです。  

（注）連結業績予想の下期為替レートは、１米ドル=95円、１ユーロ=130円を前提としています。    

  

  
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 

  

前回発表予想（A） 

百万円 

 385,000

百万円 

 24,000

百万円 

 21,500

百万円 

 13,500

円 銭 

 52.42

今回発表予想（B）  385,000  25,500  23,000  14,500  56.30

増減額（B）-（A）  0  1,500  1,500  1,000  3.88

増減率（％）  － % 6.3 % 7.0 % 7.4  －

(参考)前期実績 

(平成25年３月期) 
 347,899  18,409  18,002  14,688  57.03
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（参考）セグメント別 通期連結業績予想 
受注高（通期）                                      （単位：百万円）

  
売上高（通期）                                      （単位：百万円）

  
営業利益（通期）                                     （単位：百万円）

  

＜業績予想のご利用にあたっての注意事項＞ 

上記業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたもので、実際の業績は予想と異なること

があり得ます。 

 業績の変動要因となり得る主なものは以下のとおりです。 

 ・米ドル、ユーロ、アジア通貨、中東通貨を中心とした為替相場の変動 

 ・主要市場における経済情勢の急変 

 ・貿易規制などのビジネス環境の変化 

 ・市場における製品需給の急激な変動 

 ・日本の株式相場の変動 

 ・自社特許の保護及び他社特許の利用の確保 

 ・製品開発等における他社との提携関係 

 ・地震、洪水、津波などの自然災害の発生 

  

  該当事項はありません。 

  

  前回発表予想（5/14） 今回発表予想 増減 

制御事業  340,000  352,000  12,000

計測機器事業  30,000  28,000  △2,000

その他事業  20,000  20,000  －

合計  390,000  400,000  10,000

  前回発表予想（5/14） 今回発表予想 増減 

制御事業  332,000  334,000  2,000

計測機器事業  31,000  29,000  △2,000

その他事業  22,000  22,000  －

合計  385,000  385,000  －

  前回発表予想（5/14） 今回発表予想 増減 

制御事業  22,000  24,000  2,000

計測機器事業  1,500  1,000  △500

その他事業  500  500  －

合計  24,000  25,500  1,500

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 59,111 61,490

受取手形及び売掛金 120,679 119,354

商品及び製品 15,860 16,829

仕掛品 7,524 10,664

原材料及び貯蔵品 11,412 11,159

その他 15,929 15,872

貸倒引当金 △3,828 △3,996

流動資産合計 226,689 231,375

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 47,836 47,985

その他（純額） 31,971 32,617

有形固定資産合計 79,807 80,603

無形固定資産   

ソフトウエア 20,795 20,573

その他 6,290 5,867

無形固定資産合計 27,086 26,440

投資その他の資産   

投資有価証券 35,873 40,634

その他 11,021 10,081

貸倒引当金 △546 △474

投資その他の資産合計 46,347 50,241

固定資産合計 153,241 157,285

資産合計 379,931 388,661
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,240 26,567

短期借入金 34,255 34,191

未払金 8,980 9,765

未払法人税等 3,132 3,294

賞与引当金 12,893 9,547

その他 46,468 47,228

流動負債合計 134,970 130,595

固定負債   

長期借入金 64,342 64,231

退職給付引当金 2,872 3,198

その他 5,349 6,639

固定負債合計 72,564 74,069

負債合計 207,535 204,664

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,401 43,401

資本剰余金 50,344 50,344

利益剰余金 90,960 96,161

自己株式 △11,007 △11,009

株主資本合計 173,698 178,897

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,576 8,929

繰延ヘッジ損益 116 △44

年金負債調整額 △837 △949

為替換算調整勘定 △10,163 △7,739

その他の包括利益累計額合計 △5,308 195

少数株主持分 4,006 4,903

純資産合計 172,396 183,996

負債純資産合計 379,931 388,661
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 164,615 179,619

売上原価 95,674 103,995

売上総利益 68,941 75,624

販売費及び一般管理費 60,174 64,617

営業利益 8,766 11,007

営業外収益   

受取利息 145 209

受取配当金 283 348

為替差益 － 493

持分法による投資利益 179 231

その他 377 609

営業外収益合計 986 1,893

営業外費用   

支払利息 1,139 1,154

為替差損 709 －

その他 633 1,001

営業外費用合計 2,482 2,156

経常利益 7,269 10,744

特別利益   

固定資産売却益 3,815 73

投資有価証券売却益 76 108

特別利益合計 3,891 181

特別損失   

固定資産売却損 1 76

固定資産除却損 74 128

減損損失 813 －

投資有価証券評価損 73 7

特別損失合計 963 212

税金等調整前四半期純利益 10,197 10,713

法人税、住民税及び事業税 2,352 3,668

法人税等調整額 △281 △153

法人税等合計 2,071 3,514

少数株主損益調整前四半期純利益 8,126 7,198

少数株主利益 347 710

四半期純利益 7,778 6,487
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,126 7,198

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △824 3,370

繰延ヘッジ損益 △14 △161

年金負債調整額 37 △112

為替換算調整勘定 △3,566 2,535

持分法適用会社に対する持分相当額 △11 14

その他の包括利益合計 △4,378 5,646

四半期包括利益 3,747 12,845

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,554 11,992

少数株主に係る四半期包括利益 193 852
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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 10,197 10,713

減価償却費 6,796 6,592

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,971 △3,431

減損損失 813 －

売上債権の増減額（△は増加） △6,929 5,936

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,793 △3,201

仕入債務の増減額（△は減少） △2,194 △3,851

未払金の増減額（△は減少） 2,162 1,089

その他 △3,540 △2,395

小計 591 11,441

利息及び配当金の受取額 1,318 1,437

利息の支払額 △1,133 △1,138

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,017 △3,891

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,240 7,849

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 △1,947 △289

定期預金の払戻による収入 2,746 89

有形固定資産の取得による支出 △3,919 △3,641

有形固定資産の売却による収入 4,197 402

無形固定資産の取得による支出 △2,540 △2,299

その他 717 626

投資活動によるキャッシュ・フロー △746 △5,111

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） △1,288 △235

長期借入れによる収入 1,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,808 △198

配当金の支払額 △1,287 △1,287

その他 △187 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,572 △1,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,779 1,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,337 2,162

現金及び現金同等物の期首残高 53,429 58,826

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△38 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 43,053 60,988
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 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）

   

 （参考）地域ごとの売上高 

（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います。 

      各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

  (1) アジア  中国、シンガポール、韓国、インド等 

  (2) 欧州   オランダ、フランス、イギリス、ドイツ等 

  (3) 北米   米国、カナダ 

  (4) 中東    バーレーン、サウジアラビア等 

  (5) その他  ロシア、ブラジル、オーストラリア等 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

   

前第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)

当第２四半期 

連結累計期間  

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

対前年同期比 

制御事業  

外部顧客への売上高 140,223 155,200 14,977

営業利益 9,123 10,666 1,542

計測機器事業 
外部顧客への売上高 13,849 13,747 △102

営業利益 △430 383 813

その他事業 
外部顧客への売上高 10,541 10,671 130

営業利益 72 △42 △115

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

外部顧客への売上高  164,615 179,619 15,004

営業利益 8,766 11,007 2,240

  

  

  

       前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

対前年同期比 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 

  日本 62,267 37.8 54,644 30.4 △7,622

  海外売上高 102,347 62.2 124,975 69.6 22,627

  アジア 43,798 26.6 50,409 28.1 6,610

  欧州 13,101 7.9 17,407 9.7 4,305

  北米 10,476 6.4 12,189 6.8 1,712

  中東 14,455 8.8 15,274 8.5 819

  その他 20,514 12.5 29,693 16.5 9,178

連結売上高 164,615 100.0 179,619 100.0 15,004
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平成25年11月８日

横河電機株式会社

平成26年３月期  第２四半期連結決算情報       

                                            （単位：百万円）

   

  受注高                                                                                 （単位：百万円）

  

 売上高                                                                                  （単位：百万円）

  

 営業利益                                                                                （単位：百万円）

  

＜参考資料＞

  H24/9 H25/9 対前年同期比 

金額 売上高比 金額 売上高比 金額 売上高比 

売 上 高 164,615 －  179,619 － 15,004 － 

営 業 利 益 8,766 5.3% 11,007 6.1% 2,240 0.8%

経 常 利 益 7,269 4.4% 10,744 6.0% 3,474 1.6%

当 期 純 利 益 7,778 4.7% 6,487 3.6% △1,290 △1.1%

総 資 産 348,628 388,661 40,032

純 資 産 152,014 183,996 31,981

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 5.3% 3.7% △1.6%

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 30.20円 25.19円 △5.01円

設 備 投 資 6,661 6,441 △220

減 価 償 却 費 6,796 6,592 △204

研 究 開 発 費 12,763 12,511 △251

期 中 平 均 為 替 レ ー ト 

米ドル 78.98円 99.05円 20.07円

ユーロ 99.70円 130.56円 30.86円

   H24/9  H25/9  H26/3 予想 

制 御 事 業 152,530 194,150 352,000 

計 測 機 器 事 業 14,503 13,342 28,000 

そ の 他 事 業 8,990 8,634 20,000

合 計 176,025 216,127 400,000

   H24/9  H25/9  H26/3 予想 

制 御 事 業 140,223 155,200 334,000 

計 測 機 器 事 業 13,849 13,747 29,000 

そ の 他 事 業 10,541 10,671 22,000 

合 計 164,615 179,619 385,000

   H24/9  H25/9  H26/3 予想 

制 御 事 業 9,123 10,666 24,000

計 測 機 器 事 業 △430 383 1,000

そ の 他 事 業 72 △42 500

合 計 8,766 11,007 25,500
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