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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 39,157 19.9 1,927 29.7 2,173 1.2 1,418 △0.9
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

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 1,092百万円 （△57.8％） 26年3月期第2四半期 2,592百万円 （81.4％）

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

27年3月期第2四半期 29.49 ―
26年3月期第2四半期 29.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 82,716 40,831 48.8
26年3月期 82,387 40,497 48.6
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 40,332百万円 26年3月期 40,013百万円

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

26年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
27年3月期 ― 5.00
27年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年 4月 1日～平成27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 74,000 4.3 3,500 13.4 4,100 0.7 2,850 2.6 59.24

AICHI
Aichi



(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 

(注)第1四半期より、退職給付に関する会計処理の方法を変更しております。詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧くださ
い。 

(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 ： 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 48,252,061 株 26年3月期 48,252,061 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 139,888 株 26年3月期 137,832 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 48,113,787 株 26年3月期2Q 48,118,158 株



 

 

(参考) 個別業績の概要 
 
1．平成27年3月期第2四半期の個別業績(平成26年4月1日～平成26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 

 

27年3月期第2四半期 

26年3月期第2四半期 

百万円 

18,267 

15,712 

％

16.3

△5.8

百万円

1,315

1,294

％

1.7

△22.1

百万円

1,680

1,559

％ 
7.7 

△20.6 

百万円 
1,226 

1,028 

％

19.2

△17.1

 

 １株当たり四半期純利益

 

27年3月期第2四半期 

26年3月期第2四半期 

円  銭

25 .47

21 .36
 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 

27年3月期第2四半期 

26年3月期 

百万円

48,625

47,929

百万円

30,108

29,393

％ 

61.9 

61.3 

(参考) 自己資本  27年3月期第2四半期 30,108百万円  26年3月期 29,393百万円 

 

 

2．平成27年3月期の個別業績予想(平成26年4月1日～平成27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 

36,500 

％

7.3

百万円

2,850

％

4.1

百万円

2,000

％ 

15.4 

円 銭

41.55

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資は回復基調を維持していま

すが、消費税率引き上げの影響や海外経済の下振れ懸念など、先行き不透明な状況で推移しました。当社グループ

におきましては、一般市場向け変圧器や回転機製品の需要が堅調でしたが、電力会社向け製品の受注環境悪化や円

安による部材コスト上昇など、厳しい経営環境となりました。

こうした状況のなか、連結売上高は391億5千7百万円（前年同期比19.9％増）、経常利益は21億7千3百万円（前

年同期比1.2％増）、四半期純利益は14億1千8百万円（前年同期比0.9％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。

電力機器事業の売上高は、151億5千8百万円（前年同期比13.0％増）となりました。電力会社向け変圧器は前年

同期並みでしたが、制御機器、プラント工事、一般市場向け変圧器などが増加しました。

回転機事業の売上高は、239億9千9百万円（前年同期比24.6％増）となりました。プリント配線板は微減となり

ましたが、介護用機器が前年度に続き堅調に推移したほか、ハーメティックモータの中国での販売が大幅に伸びま

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における資産合計は、前連結会計年度末と比べ3億2千8百万円増加し827億1千6百万円

となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ7億3千万円増加し589億9千3百万円となりました。これは主に、現金及び

預金の減少14億3千9百万円、棚卸資産の増加9億4千8百万円、有価証券の増加15億円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4億1百万円減少し237億2千2百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の減少4億1百万円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5百万円減少し418億8千4百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ7億9千4百万円減少し288億6千6百万円となりました。これは主に、短期借

入金の減少10億3百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2億1千9百万円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7億8千8百万円増加し130億1千8百万円となりました。これは主に、長期借

入金の増加3億9千万円、退職給付に係る負債の増加4億2千2百万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3億3千4百万円増加し408億3千1百万円となりました。これは主に、利益

剰余金の増加6億6千1百万円、為替換算調整勘定の減少4億7千7百万円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0.2ポイント増加し48.8％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

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

15億5千4百万円減少し、121億4百万円となりました。

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、24億3百万円（前年同期19億2千8百万円の収入）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益22億4千2百万円、減価償却費11億3千3百万円、仕入債務の増加額8億4千6百万円などの資

金の増加とたな卸資産の減少額11億2千2百万円、法人税等の支払額5億9千1百万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、30億4千1百万円（前年同期1千1百万円の支出）となりました。これは主に、有

価証券の増加額15億円、有形固定資産の取得による支出14億7千3百万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、7億5千1百万円（前年同期1億8千9百万円の支出）となりました。これは主に、

長期借入れによる収入29億円などの資金の増加と短期借入金の減少額10億3百万円、長期借入金の返済による支出22

億9千万円、配当金の支払額2億4千万円などの資金の減少によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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26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 74,000百万円（前回予想 74,000百万円）

営業利益 3,500百万円（前回予想 3,900百万円）

経常利益 4,100百万円（前回予想 4,100百万円）

当期純利益 2,850百万円（前回予想 2,850百万円）
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定

方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退

職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたし

ました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が627百万円増加し、利益剰余金が405百万円

減少しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれ

ぞれ4百万円増加しております。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,121 12,681

受取手形及び売掛金 25,208 24,916

有価証券 6,401 7,902

商品及び製品 3,883 3,855

仕掛品 2,944 3,427

原材料及び貯蔵品 4,320 4,814

繰延税金資産 193 195

その他 1,190 1,204

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 58,263 58,993

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,926 6,586

機械装置及び運搬具（純額） 3,644 3,594

工具、器具及び備品（純額） 876 868

土地 4,234 4,234

リース資産（純額） 642 619

建設仮勘定 200 221

有形固定資産合計 16,525 16,124

無形固定資産 203 184

投資その他の資産

投資有価証券 4,690 4,603

繰延税金資産 2,228 2,315

その他 596 606

貸倒引当金 △119 △111

投資その他の資産合計 7,395 7,413

固定資産合計 24,124 23,722

資産合計 82,387 82,716
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,631 17,169

短期借入金 6,474 5,471

1年内返済予定の長期借入金 2,122 2,342

未払費用 2,111 2,050

未払法人税等 563 694

その他 1,757 1,138

流動負債合計 29,660 28,866

固定負債

長期借入金 4,192 4,582

繰延税金負債 93 106

退職給付に係る負債 7,115 7,537

負ののれん 11 5

その他 816 785

固定負債合計 12,229 13,018

負債合計 41,890 41,884

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 31,605 32,266

自己株式 △29 △30

株主資本合計 37,828 38,488

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 847 961

為替換算調整勘定 1,640 1,163

退職給付に係る調整累計額 △302 △280

その他の包括利益累計額合計 2,184 1,844

少数株主持分 483 498

純資産合計 40,497 40,831

負債純資産合計 82,387 82,716
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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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

売上高 32,671 39,157

売上原価 27,900 33,538

売上総利益 4,770 5,619

販売費及び一般管理費 3,284 3,692

営業利益 1,486 1,927

営業外収益

受取利息 52 12

受取配当金 37 39

持分法による投資利益 25 6

負ののれん償却額 8 5

為替差益 460 ―

屑消耗品売却額 133 198

その他 61 117

営業外収益合計 779 381

営業外費用

支払利息 93 87

為替差損 ― 0

その他 24 46

営業外費用合計 118 134

経常利益 2,147 2,173

特別利益

固定資産売却益 10 0

投資有価証券売却益 1 25

受取和解金 38 ―

受取補償金 ― 78

特別利益合計 51 104

特別損失

固定資産除却損 6 1

投資有価証券評価損 3 ―

投資有価証券売却損 ― 34

災害による損失 44 ―

特別損失合計 54 35

税金等調整前四半期純利益 2,144 2,242

法人税、住民税及び事業税 679 721

法人税等調整額 83 71

法人税等合計 762 792

少数株主損益調整前四半期純利益 1,381 1,450

少数株主利益又は少数株主損失（△） △49 31

四半期純利益 1,431 1,418
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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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,381 1,450

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 346 121

為替換算調整勘定 861 △498

退職給付に係る調整額 ― 21

持分法適用会社に対する持分相当額 2 △2

その他の包括利益合計 1,211 △357

四半期包括利益 2,592 1,092

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,611 1,078

少数株主に係る四半期包括利益 △18 14
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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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26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 2,144 2,242

減価償却費 1,020 1,133

負ののれん償却額 △8 △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △156 ―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） ― △171

投資有価証券評価損益（△は益） 3 ―

受取利息及び受取配当金 △89 △52

支払利息 93 87

持分法による投資損益（△は益） △25 △6

固定資産売却損益（△は益） △10 △0

固定資産除却損 6 1

投資有価証券売却損益（△は益） △1 8

売上債権の増減額（△は増加） 1,774 △203

たな卸資産の増減額（△は増加） △258 △1,122

仕入債務の増減額（△は減少） △723 846

未払消費税等の増減額（△は減少） △31 77

その他 △1,069 200

小計 2,650 3,027

利息及び配当金の受取額 88 51

持分法適用会社からの配当金の受取額 7 5

利息の支払額 △101 △90

法人税等の支払額 △715 △591

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,928 2,403

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） △114 △115

有価証券の増減額（△は増加） 1,010 △1,500

有形固定資産の取得による支出 △1,098 △1,473

有形固定資産の売却による収入 12 0

無形固定資産の取得による支出 △8 △7

投資有価証券の取得による支出 △9 △10

投資有価証券の売却による収入 205 160

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 △9 △95

投資活動によるキャッシュ・フロー △11 △3,041
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(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26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） △306 △1,003

長期借入れによる収入 3,000 2,900

長期借入金の返済による支出 △2,744 △2,290

配当金の支払額 △216 △240

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 △110 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー △189 △751

現金及び現金同等物に係る換算差額 503 △165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,230 △1,554

現金及び現金同等物の期首残高 12,574 13,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,805 12,104
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（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）

該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26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

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 15,158 23,999 39,157

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 15,158 23,999 39,157

セグメント利益 2,431 147 2,579

利益 金額

報告セグメント計 2,579

全社費用(注) △652

四半期連結損益計算書の営業利益 1,927
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４．補足情報

個別売上高明細

(単位：百万円)

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25年４月 1日

至 平成25年９月30日)
(自 平成26年４月 1日
至 平成26年９月30日)

電

力

機

器

小形変圧器 3,831 4,043 212

中大形変圧器 3,440 3,785 345

制御機器 2,656 3,175 518

プラント 158 694 536

その他 1,761 2,040 279

計 11,847 13,740 1,892

回

転

機

小形モータ 1,228 1,330 101

住設機器 389 356 △32

介護用機器 1,499 2,274 775

その他 747 565 △182

計 3,864 4,527 662

合 計 15,712 18,267 2,555
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