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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 8,525 5.2 316 177.3 310 131.8 134 261.5
24年3月期第2四半期 8,107 8.1 114 △6.7 134 47.8 37 63.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 172百万円 （883.9％） 24年3月期第2四半期 17百万円 （―％）

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2四半期 5.39 ―
24年3月期第2四半期 1.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 16,539 5,786 34.2
24年3月期 16,543 5,639 33.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  5,659百万円 24年3月期  5,506百万円

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

24年3月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00
25年3月期 ― 1.00
25年3月期（予想） ― 1.00 2.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 17,100 1.7 500 37.1 500 16.2 300 16.4 12.05



(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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び
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３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。 

※  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 25,143,291 株 24年3月期 25,143,291 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 254,044 株 24年3月期 251,754 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 24,890,506 株 24年3月期2Q 24,894,598 株
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(1）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられ回復を続けてきました

が、海外経済の減速を受け足踏み状態となっています。設備投資につきましても、復旧投資による持ち直しの動きが

続いていますが、期待成長率の低下などからそのペースは緩やかなものにとどまっています。 

 このような状況のもと、当社グループでは、原子力発電所問題に関連した電力会社の設備投資抑制の影響を受けな

がらも、当第２四半期連結累計期間の売上高は8,525百万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。 

 損益面につきましては、価格競争の激化による粗利額の減少などがありましたが、石油プラント業界向けの需要が

増加したことなどにより、営業利益は316百万円（前年同四半期比177.3％増）、経常利益は310百万円（前年同四半

期比131.8%増）となりました。また、四半期純利益は134百万円（前年同四半期比261.5％増）となりました。  

  

 なお、当社グループの事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、製品区分別の売上状況

を示すと以下のとおりであります。 

「電子制御器」  

 電磁開閉器につきましては、主力の空調業界向けをはじめとした、機械装置関連各社の需要が増加したことや新製

品の投入により、売上増となりました。 

 一方、電力会社向け配電自動化用子局につきましては、一部で設備投資の抑制があり、売上減となりました。 

 その結果、電子制御器全体の売上高は1,543百万円（前年同四半期比4.3％増）となりました。 

  

「配電用自動開閉器」  

 主力製品の波及事故防止機器（通称SOG開閉器）につきましては、リニューアル需要が引き続き堅調に推移し、売

上増となりました。 

 一方、電力会社向け配電用自動開閉器につきましては、一部の電力会社で原子力発電所問題に関連した設備投資の

抑制があり、売上減となりました。 

 その結果、配電用自動開閉器全体の売上高は3,734百万円（前年同四半期比1.9％減）となりました。 

  

「配電盤およびシステム機器」  

 配電盤につきましては、石油業界を中心としたプラント設備関連の受注が伸び、売上増となりました。 

 システム機器につきましては、防災関連が好調で売上増となり、水処理機器につきましても畜産関係の受注が売上

増に寄与しました。 

 その結果、配電盤およびシステム機器全体の売上高は1,935百万円（前年同四半期比35.1％増）となりました。 

  

「その他」  

 産業機械や自動車業界の好調を受け、金属加工分野や樹脂成形部品の売上が引き続き堅調に推移していましたが、

足踏み状態となり、売上高は1,311百万円（前年同四半期比5.6％減）となりました。 

  

 なお、上記の金額は、消費税抜きで表示しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(2）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）   

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は12,933百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円増加いた

しました。これは主に仕掛品が増加したことによるものであります。固定資産は3,605百万円となり、前連結会計年

度末に比べ102百万円減少いたしました。これは主に投資その他の資産「その他」に計上している投資有価証券が減

少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は16,539百万円となり、前連結会計年度末に比べ３百万円減少いたしました。 

  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は7,205百万円となり、前連結会計年度末に比べ87百万円増加いた

しました。これは主に支払手形及び買掛金が増加したことによるものであります。固定負債は3,547百万円となり、

前連結会計年度末に比べ238百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が減少したことによるものでありま

す。 

 この結果、負債合計は10,752百万円となり、前連結会計年度末に比べ150百万円減少いたしました。  

  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は5,786百万円となり、前連結会計年度末に比べ147百万円増加い

たしました。これは主に利益剰余金が増加したことによるものであります。 

   

(3）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における業績の動向等を勘案し、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想を修正して

おります。詳細につきましては、平成24年11月１日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。   

   

(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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更）   

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

   

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,575,825 3,733,227

受取手形及び売掛金 5,329,515 5,016,012

有価証券 31,792 26,032

商品及び製品 1,162,236 1,102,595

仕掛品 1,155,313 1,333,183

原材料及び貯蔵品 1,001,318 1,093,935

その他 581,951 630,537

貸倒引当金 △3,244 △2,042

流動資産合計 12,834,710 12,933,482

固定資産   

有形固定資産 2,245,979 2,194,418

無形固定資産 125,044 105,387

投資その他の資産   

その他 1,344,495 1,313,233

貸倒引当金 △7,172 △7,043

投資その他の資産合計 1,337,323 1,306,189

固定資産合計 3,708,347 3,605,995

資産合計 16,543,057 16,539,477

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,372,916 3,695,959

短期借入金 2,401,822 2,252,854

未払法人税等 122,968 103,550

賞与引当金 450,056 403,636

その他 769,862 749,040

流動負債合計 7,117,626 7,205,040

固定負債   

長期借入金 1,433,471 1,180,656

退職給付引当金 1,848,251 1,901,596

役員退職慰労引当金 26,160 19,038

その他 478,171 446,372

固定負債合計 3,786,054 3,547,663

負債合計 10,903,681 10,752,704

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 483,722 483,722

利益剰余金 2,279,651 2,388,838

自己株式 △32,317 △32,538

株主資本合計 5,630,653 5,739,620

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △50,180 △16,377

為替換算調整勘定 △74,044 △64,184

その他の包括利益累計額合計 △124,224 △80,562

少数株主持分 132,947 127,715

純資産合計 5,639,376 5,786,773

負債純資産合計 16,543,057 16,539,477
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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：千円）

前第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) 

当第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) 

売上高 8,107,420 8,525,066

売上原価 6,579,780 6,680,252

売上総利益 1,527,639 1,844,814

販売費及び一般管理費 1,413,417 1,528,026

営業利益 114,222 316,787

営業外収益   

受取利息 1,035 1,862

受取配当金 7,078 7,750

鉄屑売却収入 29,065 19,738

助成金収入 10,070 674

保険返戻金 25,373 －

その他 27,491 33,852

営業外収益合計 100,114 63,878

営業外費用   

支払利息 23,970 20,808

売上割引 17,409 21,810

為替差損 30,239 21,361

その他 8,601 5,843

営業外費用合計 80,221 69,824

経常利益 134,115 310,841

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

投資有価証券売却損 645 －

投資有価証券評価損 8,979 88,516

特別損失合計 9,625 88,516

税金等調整前四半期純利益 124,490 222,325

法人税、住民税及び事業税 77,814 93,224

法人税等調整額 16,574 △560

法人税等合計 94,388 92,664

少数株主損益調整前四半期純利益 30,101 129,661

少数株主損失（△） △6,983 △4,417

四半期純利益 37,085 134,078
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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：千円）

前第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) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 30,101 129,661

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,306 33,010

為替換算調整勘定 3,741 9,860

その他の包括利益合計 △12,565 42,870

四半期包括利益 17,536 172,531

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,145 177,741

少数株主に係る四半期包括利益 △6,609 △5,209
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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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