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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 32,671 △2.2 1,486 △36.8 2,147 △14.3 1,431 △10.1
25年3月期第2四半期 33,404 △3.6 2,349 △21.3 2,505 △21.3 1,592 △27.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,592百万円 （81.4％） 25年3月期第2四半期 1,429百万円 （△30.4％）

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

26年3月期第2四半期 29.74 ―
25年3月期第2四半期 33.09 ―

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 76,343 39,063 50.6
25年3月期 75,208 36,499 48.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  38,608百万円 25年3月期  36,213百万円

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  ：  有  
 

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
26年3月期 ― 5.00
26年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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）

（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 68,500 2.1 3,300 △12.5 4,100 △8.5 2,600 △10.6 54.03
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(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 

(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、金融商品取引法に基 
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、現時点で入手可能な情報及び仮定を前提としているため、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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   ：  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 48,252,061 株 25年3月期 48,252,061 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 134,105 株 25年3月期 133,658 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 48,118,158 株 25年3月期2Q 48,119,668 株



 

 

(参考) 個別業績の概要 
 
1．平成26年3月期第2四半期の個別業績(平成25年4月1日～平成25年9月30日) 

(1) 個別経営成績（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 

 

26年3月期第2四半期 

25年3月期第2四半期 

百万円 

15,712 

16,673 

％

△5.8

△3.5

百万円

1,294

1,661

％

△22.1

△3.7

百万円

1,559

1,964

％ 

△20.6 

4.3 

百万円 

1,028 

1,240 

％

△17.1

14.0

 

 １株当たり四半期純利益

 

26年3月期第2四半期 

25年3月期第2四半期 

円  銭

21 .36

25 .76
 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 

26年3月期第2四半期 

25年3月期 

百万円

45,979

45,827

百万円

28,904

27,790

％ 

62.9 

60.6 

(参考) 自己資本  26年3月期第2四半期 28,904百万円  25年3月期 27,790百万円 

 

 

2．平成26年3月期の個別業績予想(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 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益

 

通期 
百万円 

34,000 
％

0.5
百万円

2,950
％

△12.3
百万円

1,900
％ 

△10.8 
円 銭

39.46

(注) 当四半期における業績予想の修正の有無 有 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は、現時点で入手可能な情報及び仮定を前提としているため、実際の業績は、今後様々な要因に

よって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀の経済金融政策により、内需を中心に持ち
直しの動きが強まってきました。当社グループにおきましては、電力各社の設備投資と経費の抑制、国内市
場における価格競争の激化、円安による輸入部材コスト増加など、事業環境は厳しさを増してきました。  

こうした状況のなか、連結売上高は326億7千1百万円（前年同期比2.2％減）、経常利益は21億4千7百万円
（前年同期比14.3％減）、四半期純利益は14億3千1百万円（前年同期比10.1％減）となりました。なお、セ
グメント別の売上高につきましては、以下のとおりです。 

＜電力機器事業＞ 

中大形変圧器、制御機器が堅調でしたが、プラント工事が前年同期を大きく下回りました。この結果、売
上高は前年同期比10.2％減の134億1千6百万円となりました。 

＜回転機事業＞ 

介護用機器、プリント配線板が堅調であったことに加え、小形モータが円安による影響を受け増加しまし
た。この結果、売上高は前年同期比4.3％増の192億5千4百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間における資産合計は、前連結会計年度末と比べ11億3千5百万円増加し763億4千3
百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ7億6千3百万円増加し531億4千万円となりました。これは主に、現金
及び預金の増加23億4千5百万円、たな卸資産の増加6億3千7百万円、受取手形及び売掛金の減少12億4千1百万
円、有価証券の減少10億9百万円などによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ3億7千1百万円増加し232億3百万円となりました。これは主に、有形
固定資産の増加2億6千3百万円、投資その他の資産の増加9千4百万円などによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ14億2千8百万円減少し372億8千万円となりました。 
流動負債は、前連結会計年度末と比べ18億円減少し239億7千5百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金の減少4億9千4百万円、短期借入金の減少3億6百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少3億2千1
百万円などによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ3億7千1百万円増加し133億5百万円となりました。これは主に、長期
借入金の増加5億7千7百万円によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ25億6千4百万円増加し390億6千3百万円となりました。これは主
に、利益剰余金の増加12億1千4百万円、為替換算調整勘定の増加8億3千5百万円などによるものであります。

自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ2.4ポイント増加し50.6％となりました。 

当第２四半期連結累計期間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
と比べ22億3千万円増加し、148億5百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま
す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、19億2千8百万円（前年同期46億1千2百万円の収入）となりました。これ
は主に、税金等調整前四半期純利益21億4千4百万円、売上債権の減少額17億7千4百万円などの資金の増加と
仕入債務の減少額7億2千3百万円、法人税等の支払額7億1千5百万円などの資金の減少によるものでありま
す。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、1千1百万円（前年同期12億2千万円の支出）となりました。これは主に、
有価証券の減少額10億1千万円などの資金の増加と、有形固定資産の取得による支出10億9千8百万円などの資
金の減少によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、1億8千9百万円（前年同期3億4千7百万円の支出）となりました。これは
主に、長期借入れによる収入30億円などの資金の増加と長期借入金の返済による支出27億4千4百万円、短期
借入金の減少額3億6百万円、配当金の支払額2億1千6百万円などの資金の減少によるものであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては、第２四半期の業績と今後の見通しを踏まえ、平成25年4月30日公表の
連結業績予想を以下のとおり修正しております。 

(通期業績予想) 

売上高   68,500百万円（前回予想 68,500百万円） 
営業利益   3,300百万円（前回予想  3,850百万円） 
経常利益   4,100百万円（前回予想  4,350百万円） 
当期純利益  2,600百万円（前回予想  2,850百万円） 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 12,801 15,147

受取手形及び売掛金 20,444 19,203

有価証券 7,411 6,401

商品及び製品 3,768 3,381

仕掛品 2,645 3,330

原材料及び貯蔵品 4,119 4,459

繰延税金資産 235 213

その他 958 1,005

貸倒引当金 △7 △1

流動資産合計 52,377 53,140

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,033 6,965

機械装置及び運搬具（純額） 2,604 2,639

工具、器具及び備品（純額） 833 834

土地 4,236 4,234

リース資産（純額） 653 643

建設仮勘定 40 347

有形固定資産合計 15,401 15,665

無形固定資産 201 214

投資その他の資産   

投資有価証券 4,371 4,723

繰延税金資産 2,337 2,095

その他 643 619

貸倒引当金 △124 △115

投資その他の資産合計 7,228 7,323

固定資産合計 22,831 23,203

資産合計 75,208 76,343
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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 14,795 14,300

短期借入金 5,483 5,177

1年内返済予定の長期借入金 1,402 1,080

未払費用 2,103 1,844

未払法人税等 655 630

その他 1,334 941

流動負債合計 25,775 23,975

固定負債   

長期借入金 5,266 5,843

繰延税金負債 88 90

退職給付引当金 6,711 6,554

負ののれん 29 20

その他 837 796

固定負債合計 12,933 13,305

負債合計 38,709 37,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,053 4,053

資本剰余金 2,199 2,199

利益剰余金 29,285 30,499

自己株式 △28 △28

株主資本合計 35,509 36,723

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 430 775

為替換算調整勘定 273 1,108

その他の包括利益累計額合計 704 1,884

少数株主持分 285 455

純資産合計 36,499 39,063

負債純資産合計 75,208 76,343
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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 33,404 32,671

売上原価 27,959 27,900

売上総利益 5,445 4,770

販売費及び一般管理費 3,095 3,284

営業利益 2,349 1,486

営業外収益   

受取利息 22 52

受取配当金 40 37

持分法による投資利益 6 25

負ののれん償却額 20 8

為替差益 18 460

屑消耗品売却額 112 133

その他 76 61

営業外収益合計 297 779

営業外費用   

支払利息 114 93

その他 26 24

営業外費用合計 141 118

経常利益 2,505 2,147

特別利益   

固定資産売却益 0 10

投資有価証券売却益 － 1

長期未払金取崩益 10 －

受取和解金 － 38

特別利益合計 10 51

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 15 6

投資有価証券評価損 119 3

災害による損失 － 44

その他 1 －

特別損失合計 137 54

税金等調整前四半期純利益 2,378 2,144

法人税、住民税及び事業税 757 679

法人税等調整額 58 83

法人税等合計 816 762

少数株主損益調整前四半期純利益 1,561 1,381

少数株主損失（△） △30 △49

四半期純利益 1,592 1,431
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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 1,561 1,381

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △226 346

為替換算調整勘定 97 861

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 2

その他の包括利益合計 △132 1,211

四半期包括利益 1,429 2,592

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,459 2,611

少数株主に係る四半期包括利益 △29 △18
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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 2,378 2,144

減価償却費 933 1,020

負ののれん償却額 △20 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56 △156

投資有価証券評価損益（△は益） 119 3

ゴルフ会員権評価損 0 －

受取利息及び受取配当金 △62 △89

支払利息 114 93

持分法による投資損益（△は益） △6 △25

固定資産売却損益（△は益） 1 △10

固定資産除却損 15 6

投資有価証券売却損益（△は益） － △1

売上債権の増減額（△は増加） 2,289 1,774

たな卸資産の増減額（△は増加） △126 △258

仕入債務の増減額（△は減少） 332 △723

未払消費税等の増減額（△は減少） △54 △31

その他 △273 △1,069

小計 5,584 2,650

利息及び配当金の受取額 62 88

持分法適用会社からの配当金の受取額 8 7

利息の支払額 △110 △101

法人税等の支払額 △933 △715

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,612 1,928

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 209 △114

有価証券の増減額（△は増加） △489 1,010

有形固定資産の取得による支出 △857 △1,098

有形固定資産の売却による収入 1 12

無形固定資産の取得による支出 △11 △8

投資有価証券の取得による支出 △8 △9

投資有価証券の売却による収入 － 205

短期貸付けによる支出 △500 △500

短期貸付金の回収による収入 500 500

その他 △64 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,220 △11
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（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) 

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） 460 △306

長期借入れによる収入 875 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,230 △2,744

配当金の支払額 △360 △216

少数株主への配当金の支払額 △0 －

連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による
収入

－ 188

その他 △92 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △347 △189

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,075 2,230

現金及び現金同等物の期首残高 11,513 12,574

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,589 14,805
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位:百万円）

 
  

 ２．報告セグメントの利益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） 

（単位:百万円）  

 
 (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。 

（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）

報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高

 外部顧客への売上高 14,940 18,464 33,404

 セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 14,940 18,464 33,404

セグメント利益 2,474 569 3,044

利益 金額

報告セグメント計 3,044

全社費用（注） △694

四半期連結損益計算書の営業利益 2,349
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Ⅱ 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） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位:百万円）

 
  

 ２．報告セグメントの利益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） 

（単位:百万円）  

 
 （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。 

報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高

 外部顧客への売上高 13,416 19,254 32,671

 セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 13,416 19,254 32,671

セグメント利益 2,058 112 2,171

利益 金額

報告セグメント計 2,171

全社費用（注） △685

四半期連結損益計算書の営業利益 1,486
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(単位：百万円)

 
  

４．補足情報

  個別売上高明細

 
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

増   減(自 平成24年４月 1日
至 平成24年９月30日)

(自 平成25年４月 1日
至 平成25年９月30日)

電

力

機

器

小形変圧器 4,076 3,831 △244

中大形変圧器 3,156 3,440 283

制御機器 2,450 2,656 206

プラント 1,386 158 △1,228

その他 2,098 1,761 △337

  計 13,167 11,847 △1,319

回

転

機

小形モータ 1,081 1,228 147

住設機器 376 389 12

介護用機器 1,406 1,499 92

その他 641 747 106

  計 3,505 3,864 358

合    計 16,673 15,712 △961
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