
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （ ）百万円未満切捨て

（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 ％ 

25年３月期第１四半期  7,613  7.4  99  △3.7  45  △65.0  17  △81.8

24年３月期第１四半期  7,088  △1.8  103  △21.8  129  142.5  95  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △179百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 107百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第１四半期  0.80  －

24年３月期第１四半期  4.41  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  17,806  5,476  30.0

24年３月期  17,307  5,720  32.3

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 5,337百万円   24年３月期 5,595百万円 

  
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 
24年３月期  － － － 3.00  3.00

25年３月期  －       
25年３月期（予想）   0.00 － 5.00  5.00

（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、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  29,200  0.0  540  △35.5  590  △37.5  1,400  34.6  64.87

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

（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： 有

(注)詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用 」をご覧ください。

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                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

(注)詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(３)会計方針の変更・会計上の見積

りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 21,610,000株 24年３月期 21,610,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 28,436株 24年３月期 28,436株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 21,581,564株 24年３月期１Ｑ 21,582,843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報告書の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が実施中です。 

 

 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

提となる仮定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「１．当四半期決算に関

する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年6月30日までの３ヶ月間）の業績につきましては、

為替円高の影響はあったものの、東日本大震災からの回復に伴う販売増やアジア向けの販売が好調であったことに

より、売上高は76億13百万円（前年同期比５億24百万円増、7.4%増）となりました。 

事業別の売上高は、電装品事業は、東日本大震災からの回復に伴う売上げ増やアジア向けの売上げが好調であ

ったことにより、31億72百万円（前年同期比５億93百万円増、23.0%増）となりました。発電機事業は、東日本大

震災からの回復に伴う売上げ増はあったものの、為替円高により、海外向け自社ブランド発電機「ＥＬＥＭＡＸ」

の売上減があり、29億51百万円（前年同期比２億93百万円減、9.1%減）となりました。冷蔵庫事業は、豪州や米国

での売上げが堅調に推移したこと等により、13億88百万円（前年同期比２億17百万円増、18.6%増）となりまし

た。 

次に、利益面では、売上増に伴う増益等があったものの、海外子会社設立に伴う費用増があり、営業利益は99

百万円（前年同期比３百万円減、3.7%減）、経常利益は円高による為替差損の影響があり、45百万円（前年同期比

83百万円減、64.9%減）となりました。また、投資有価証券評価損７百万円等を特別損失に計上した等の結果、四

半期純利益は17百万円（前年同期比77百万円減、81.8%減）となりました。 

   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末は、総資産が178億６百万円となり、前年度末と比較して４億98百万円の増加となりました。こ

れは保有する投資有価証券の時価評価の下落による減少等があったものの、売掛債権及びたな卸資産の増加が大き

かったことによるものです。 

負債は、123億30百万円となり、前年度末と比較して７億42百万円の増加となりました。これは有価証券の時価

評価下落による繰延税金負債の減少等があったものの、債権増に対応する買掛債務の増加が大きかったことによる

ものです。 

純資産は、54億76百万円と、前年度末と比較して２億44百万円の減少となりました。これは四半期純利益17百

万円を計上したものの、その他有価証券評価差額金が減少したことと、剰余金の配当64百万円を行ったこと等によ

るものです。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当連結会計年度(平成24年４月１日から平成25年３月31日までの12ヶ月間)の連結業績の見通しは、経済情勢と市

場動向の不透明感、為替変動などはあるものの、当第１四半期連結累計期間の実績を踏まえ、前回公表した業績予

想から、現時点では変化ありません。 

   

   

（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 

・税金費用の計算  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。 

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,863 1,801

受取手形及び売掛金 4,703 5,336

商品及び製品 1,844 2,429

仕掛品 1,671 1,623

原材料及び貯蔵品 194 178

繰延税金資産 213 215

その他 304 258

貸倒引当金 △11 △12

流動資産合計 10,784 11,831

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 841 815

機械装置及び運搬具（純額） 742 659

土地 1,014 1,014

建設仮勘定 80 85

その他（純額） 132 120

有形固定資産合計 2,811 2,695

無形固定資産 241 234

投資その他の資産   

投資有価証券 3,393 2,965

繰延税金資産 24 26

その他 52 52

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,470 3,044

固定資産合計 6,523 5,974

資産合計 17,307 17,806



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,058 6,724

短期借入金 752 752

未払法人税等 37 38

製品保証引当金 96 102

賞与引当金 403 654

その他 768 718

流動負債合計 8,116 8,990

固定負債   

長期借入金 7 7

退職給付引当金 2,223 2,233

役員退職慰労引当金 65 72

資産除去債務 123 124

繰延税金負債 1,050 901

固定負債合計 3,470 3,339

負債合計 11,587 12,330

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,080 1,080

資本剰余金 117 117

利益剰余金 2,568 2,520

自己株式 △7 △7

株主資本合計 3,759 3,711

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,916 1,645

為替換算調整勘定 △81 △19

その他の包括利益累計額合計 1,835 1,625

少数株主持分 125 138

純資産合計 5,720 5,476

負債純資産合計 17,307 17,806



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 7,088 7,613

売上原価 6,514 6,949

売上総利益 574 663

販売費及び一般管理費 470 563

営業利益 103 99

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 18 19

固定資産賃貸料 12 13

その他 7 7

営業外収益合計 38 40

営業外費用   

支払利息 2 1

為替差損 3 89

固定資産賃貸費用 3 2

その他 2 1

営業外費用合計 12 94

経常利益 129 45

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

有形固定資産処分損 0 4

投資有価証券評価損 － 7

災害による損失 5 －

特別損失合計 6 12

税金等調整前四半期純利益 123 33

法人税等 23 14

少数株主損益調整前四半期純利益 100 18

少数株主利益 4 1

四半期純利益 95 17



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 100 18

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26 △271

為替換算調整勘定 34 73

その他の包括利益合計 7 △198

四半期包括利益 107 △179

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 95 △192

少数株主に係る四半期包括利益 11 13



 該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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