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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 34,647 16.5 2,984 51.4 3,185 52.4 2,185 62.9
23年3月期第2四半期 29,750 17.4 1,970 379.7 2,089 238.6 1,342 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,052百万円 （98.9％） 23年3月期第2四半期 1,032百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 45.42 ―
23年3月期第2四半期 27.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 68,789 31,402 45.0
23年3月期 66,799 29,361 43.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  30,938百万円 23年3月期  29,093百万円

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

23年3月期 ― 3.50 ― 4.00 7.50
24年3月期 ― 4.00
24年3月期（予想） ― 4.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 69,500 11.8 4,700 12.6 5,000 16.1 3,350 25.6 69.61



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料P.3「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 蘇州愛知高斯電機有限公司 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期2Q 48,252,061 株 23年3月期 48,252,061 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 130,239 株 23年3月期 128,745 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 48,122,335 株 23年3月期2Q 48,125,991 株



  

  

 

 
  

 
  
(2)個別財政状態 

 

 
  

 

 

 
  
※ 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。 

(参考) 個別業績の概要

1．平成24年3月期第2四半期の個別業績(平成23年4月1日～平成23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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 17,273 13.3 1,725 11.7 1,883 8.0 1,088 6.2

23年3月期第2四半期 15,240 19.1 1,544 48.6 1,743 46.8 1,024 47.0

１株当たり四半期純利益

円 銭

24年3月期第2四半期 22 .60

23年3月期第2四半期 21 .27

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 43,883 25,546 58.2

23年3月期 43,436 24,830 57.2

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 25,546百万円 23年3月期 24,830百万円

2．平成24年3月期の個別業績予想(平成23年4月1日～平成24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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 34,000 5.9 3,100 △5.2 1,800 △3.2 37 .38

(注)当四半期における業績予想の修正の有無 有
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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、３月に発生した東日本大震災の影響により大きく
落ち込みましたが、サプライチェーンの復旧に伴い生産や輸出を中心に持ち直してきました。しかしな
がら、欧米の債務問題、円高の進行や株価の低迷などにより、先行き不透明感がいっそう強まる状況と
なりました。 
当社グループにおきましては、懸念された震災の影響が軽微にとどまったことや、中国の内需拡大が

続いていることにより、受注環境は堅調に推移しました。 
このような状況のもと、売上高は346億4千7百万円（前年同期比16.5％増）となりました。セグメン

トの売上高については以下のとおりです。 
電力機器部門につきましては、制御機器が前年同期を下回りましたが、小形変圧器が堅調に推移いた

しました。売上高は152億9千1百万円（前年同期比11.1％増）となりました。 
回転機部門につきましては、小形モータや介護用機器が大幅に増加したことにより、売上高は193億5

千6百万円（前年同期比21.0％増）となりました。 
利益面につきましては、売上高の増加に伴い、経常利益は前年同期比52.4％増の31億8千5百万円、四

半期純利益は前年同期比62.9％増の21億8千5百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間における資産合計は、687億8千9百万円と前連結会計年度に比べ19億8千9
百万円増加しました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加7億1千2百万円、たな卸資産の増加11億4
千4百万円によるものであります。負債合計は、373億8千6百万円と前連結会計年度に比べ5千1百万円減
少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加11億1千5百万円、未払法人税等の減少4億3千3百
万円、未払費用の減少1億7千6百万円、長期借入金の減少2億8千3百万円によるものであります。純資産
合計は、前連結会計年度に比べ20億4千1百万円増加し314億2百万円となり、自己資本比率は45.0％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
度と比べ4億7千8百万円増加し、121億1千6百万円となりました。 
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、14億4千1百万円（前年同期13億7千9百万円の収入）となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純利益31億3千9百万円、非資金費用である減価償却費10億9百万円、
仕入債務の増加額11億7百万円などの資金の増加と売上債権の増加額11億6百万円、たな卸資産の増加額
10億9千4百万円、法人税等の支払額12億8千4百万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、10億9千7百万円（前年同期8億1千3百万円の支出）となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出5億2千7百万円、短期貸付けによる支出5億円などの資金の
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） 

財務活動の結果得られた資金は、1億2千5百万円（前年同期3億5千2百万円の支出）となりました。こ
れは主に、長期借入れによる収入6億円、短期借入金の増加額3億8千万円、連結子会社設立に伴う少数
株主からの払込による収入2億7百万円などの資金の増加と長期借入金の返済による支出7億8千5百万
円、配当金の支払額1億9千1百万円などの資金の減少によるものであります。 

  

通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績に加え、中国の子会社におい
て小形モータの販売が好調に推移すると見込まれることから、平成23年4月28日公表の連結業績予想を
以下の通り修正しております。 

（通期業績予想） 

売上高   69,500百万円（前回予想 67,000百万円） 
営業利益   4,700百万円（前回予想  4,000百万円） 
経常利益   5,000百万円（前回予想  4,100百万円） 
当期純利益  3,350百万円（前回予想  2,600百万円） 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

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）連結業績予想に関する定性的情報
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平成23年7月4日付けで蘇州愛知高斯電機有限公司を設立したため、当第２四半期連結会計期間より連

結の範囲に含めております。 

  

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(その他)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23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,181 12,615

受取手形及び売掛金 18,626 19,339

有価証券 2,400 2,400

商品及び製品 3,366 3,640

仕掛品 3,304 3,458

原材料及び貯蔵品 3,421 4,138

繰延税金資産 258 231

その他 261 647

貸倒引当金 △10 △8

流動資産合計 43,810 46,463

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,166 6,936

機械装置及び運搬具（純額） 2,421 2,260

工具、器具及び備品（純額） 641 621

土地 4,240 4,240

リース資産（純額） 711 705

建設仮勘定 178 169

有形固定資産合計 15,359 14,933

無形固定資産 163 157

投資その他の資産

投資有価証券 4,362 4,011

繰延税金資産 2,659 2,723

その他 600 655

貸倒引当金 △156 △154

投資その他の資産合計 7,466 7,235

固定資産合計 22,988 22,326

資産合計 66,799 68,789
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,261 14,376

短期借入金 4,710 5,090

1年内返済予定の長期借入金 2,560 2,658

未払費用 1,989 1,812

未払法人税等 1,275 841

その他 1,645 1,100

流動負債合計 25,440 25,878

固定負債

長期借入金 3,852 3,568

繰延税金負債 92 95

退職給付引当金 6,877 6,772

役員退職慰労引当金 2 －

負ののれん 109 89

その他 1,063 982

固定負債合計 11,997 11,507

負債合計 37,438 37,386

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 22,816 24,809

自己株式 △26 △27

株主資本合計 29,041 31,034

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 423 231

為替換算調整勘定 △371 △327

その他の包括利益累計額合計 52 △95

少数株主持分 267 464

純資産合計 29,361 31,402

負債純資産合計 66,799 68,789
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 29,750 34,647

売上原価 25,160 28,846

売上総利益 4,589 5,801

販売費及び一般管理費 2,618 2,816

営業利益 1,970 2,984

営業外収益

受取利息 8 7

受取配当金 42 43

持分法による投資利益 8 13

負ののれん償却額 20 20

為替差益 － 8

屑消耗品売却額 92 151

その他 136 79

営業外収益合計 309 323

営業外費用

支払利息 110 102

為替差損 56 －

その他 23 20

営業外費用合計 190 122

経常利益 2,089 3,185

特別利益

固定資産売却益 0 8

投資有価証券売却益 1 －

負ののれん発生益 － 7

特別利益合計 1 16

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 17 2

投資有価証券評価損 0 59

その他 0 0

特別損失合計 18 62

税金等調整前四半期純利益 2,072 3,139

法人税、住民税及び事業税 829 854

法人税等調整額 △114 83

法人税等合計 714 937

少数株主損益調整前四半期純利益 1,358 2,201

少数株主利益 15 16

四半期純利益 1,342 2,185
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,358 2,201

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △261 △193

為替換算調整勘定 △63 44

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △325 △149

四半期包括利益 1,032 2,052

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,019 2,037

少数株主に係る四半期包括利益 12 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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 2,072 3,139

減価償却費 1,076 1,009

負ののれん償却額 △20 △20

負ののれん発生益 － △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40 △104

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20 △2

投資有価証券評価損益（△は益） 0 59

ゴルフ会員権評価損 － 0

受取利息及び受取配当金 △51 △50

支払利息 110 102

持分法による投資損益（△は益） △8 △13

固定資産売却損益（△は益） △0 △8

固定資産除却損 17 2

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

売上債権の増減額（△は増加） △586 △1,106

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,210 △1,094

仕入債務の増減額（△は減少） 840 1,107

未払消費税等の増減額（△は減少） △18 △70

その他 △65 △165

小計 2,179 2,773

利息及び配当金の受取額 51 49

持分法適用会社からの配当金の受取額 8 6

利息の支払額 △109 △104

法人税等の支払額 △749 △1,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,379 1,441

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） △352 45

有価証券の増減額（△は増加） － 0

有形固定資産の取得による支出 △468 △527

有形固定資産の売却による収入 0 1

無形固定資産の取得による支出 △4 △2

無形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △66 △8

投資有価証券の売却による収入 4 0

子会社株式の取得による支出 － △16

短期貸付けによる支出 － △500

その他 72 △88

投資活動によるキャッシュ・フロー △813 △1,097
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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） △130 380

長期借入れによる収入 706 600

長期借入金の返済による支出 △702 △785

配当金の支払額 △168 △191

少数株主への配当金の支払額 △1 △0

連結子会社設立に伴う少数株主からの払込によ
る収入

－ 207

その他 △56 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △352 125

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179 478

現金及び現金同等物の期首残高 12,054 11,637

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,234 12,116
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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22年４月１日 至 平成22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 

 
  

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) 

 
(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）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

（単位：百万円）

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 13,757 15,992 29,750

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ─ ─ ─

計 13,757 15,992 29,750

セグメント利益 2,545 144 2,689

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 2,689

全社費用(注) △719

四半期連結損益計算書の営業利益 1,970
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日 至 平成23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 

 
  

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) 

 
(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。 
  
  

該当事項はありません。 

  

（単位：百万円）

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 15,291 19,356 34,647

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ─ ─ ─

計 15,291 19,356 34,647

セグメント利益 2,526 1,131 3,658

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 3,658

全社費用(注) △674

四半期連結損益計算書の営業利益 2,984

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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22年４月１日 

至 平成22年９月30日)

(自 平成23年４月１日

至 平成23年９月30日)

電

力

機

器

小 形 変 圧 器 3,862 4,849 986

中 大 形 変 圧 器 3,269 3,648 379

制 御 機 器 3,037 2,896 △ 141

プ ラ ン ト 184 242 58

そ の 他 1,725 1,687 △ 37

  計 12,078 13,323 1,245

回

転

機

小形モータ 1,135 1,462 326

住設機器 387 393 5

介護用機器 931 1,371 440

その他 708 723 14

  計 3,162 3,950 788

合    計 15,240 17,273 2,033
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