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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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1四半期 20,832 ― 721 ― 833 ― 485 ―
25年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 626百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 ―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

26年3月期第1四半期 29.91 ―
25年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 100,537 51,420 46.8
25年3月期 105,716 51,201 44.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  47,006百万円 25年3月期  46,778百万円

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

25年3月期 ― ― ― 25.00 25.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

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  ：  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 90,000 18.3 1,740 △22.7 1,900 △18.7 1,270 △93.6 78.27



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧下さい。 
（その他特記事項） 
当社は、平成24年10月１日に株式会社高岳製作所と東光電気株式会社の共同株式移転の方法による共同持株会社として設立されたため、平成25年３月期第１
四半期（平成24年４月１日から平成24年６月30日）の実績値はありません。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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） 26年3月期1Q 16,276,305 株 25年3月期 16,276,305 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 51,222 株 25年3月期 50,544 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 16,225,321 株 25年3月期1Q ― 株
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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 

当社は、平成 24 年 10 月１日に株式会社高岳製作所と東光電気株式会社の共同株式移転

の方法による共同持株会社として設立されたため、平成 25 年３月期第１四半期（平成 24

年４月１日から平成 24 年６月 30 日）の実績値はありません。 

 
当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、各種政策の効果が発現するなかで、

国内需要が底堅さを増し、緩やかに景気が持ち直しつつあります。一方で、当社グループ

の最大の顧客である電力業界においては、引き続き徹底的な経営効率化・合理化のもと、

設備投資及び修繕費が抑制されております。 
このような経営環境のもと当社グループは電力会社での更新需要等の受注に努めるとと

もに、電力会社向け以外の受注拡大及び支出の最小化により利益確保に努めました。 
当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 20,832 百万円、営業利益は

721 百万円、経常利益は 833 百万円、四半期純利益は 485 百万円となりました。 

セグメント別の売上高につきましては、電力機器事業は 13,004 百万円、計器事業は

6,994 百万円、情報・エレクトロニクス装置事業は 487 百万円、不動産・工事事業は 345 百

万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 5,178 百万円減少し、

100,537 百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少 4,868 百万円によるも

のです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 5,398 百万円減少し、49,116 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 2,430 百万円、未払法人税等の減少 1,118 百万円によ

るものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 219 百万円増加し、51,420 百万円となりました。こ

れは主に四半期純利益の計上による増加 485 百万円、剰余金の配当による減少 405 百万円、

その他有価証券評価差額金の増加 105 百万円によるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
連結業績予想につきましては、平成 25 年４月 26 日に公表しました連結業績予想から変

更はありません。 

 

 

 

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 
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 
該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,718 19,342

受取手形及び売掛金 21,250 16,381

有価証券 1,000 1,000

商品及び製品 3,358 2,866

仕掛品 9,182 10,301

原材料及び貯蔵品 4,012 4,724

繰延税金資産 1,451 1,130

その他 1,310 958

貸倒引当金 △2 △0

流動資産合計 61,280 56,704

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,528 31,560

減価償却累計額 △20,577 △20,748

建物及び構築物（純額） 10,951 10,812

機械装置及び運搬具 19,071 19,177

減価償却累計額 △16,239 △16,424

機械装置及び運搬具（純額） 2,832 2,752

工具、器具及び備品 10,263 10,355

減価償却累計額 △9,399 △9,488

工具、器具及び備品（純額） 863 866

土地 21,939 21,939

リース資産 7 4

減価償却累計額 △6 △3

リース資産（純額） 0 0

建設仮勘定 265 147

有形固定資産合計 36,853 36,518

無形固定資産   

のれん 254 239

その他 2,058 2,012

無形固定資産合計 2,312 2,251

投資その他の資産   

投資有価証券 1,826 1,989

繰延税金資産 2,171 2,158

その他 1,289 933

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 5,269 5,062

固定資産合計 44,435 43,833

資産合計 105,716 100,537
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,711 13,280

短期借入金 7,949 8,076

リース債務 0 0

未払法人税等 1,283 164

賞与引当金 953 444

工事損失引当金 161 139

事業構造改革引当金 504 405

厚生年金基金脱退損失引当金 244 244

製品保証引当金 23 0

その他 6,407 5,427

流動負債合計 33,240 28,185

固定負債   

長期借入金 2,091 1,652

リース債務 0 0

繰延税金負債 3,586 3,578

修繕引当金 845 875

退職給付引当金 13,516 13,608

役員退職慰労引当金 34 34

環境対策引当金 263 252

その他 936 927

固定負債合計 21,274 20,930

負債合計 54,514 49,116

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,000 8,000

資本剰余金 7,408 7,408

利益剰余金 31,122 31,202

自己株式 △63 △64

株主資本合計 46,467 46,546

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 291 396

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 19 62

その他の包括利益累計額合計 310 459

少数株主持分 4,423 4,414

純資産合計 51,201 51,420

負債純資産合計 105,716 100,537
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 20,832

売上原価 16,535

売上総利益 4,297

販売費及び一般管理費 3,575

営業利益 721

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 20

為替差益 47

設備賃貸料 65

電力販売収益 19

その他 13

営業外収益合計 169

営業外費用  

支払利息 25

電力販売費用 11

その他 20

営業外費用合計 56

経常利益 833

特別利益  

投資有価証券売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産廃棄損 50

固定資産売却損 0

特別損失合計 50

税金等調整前四半期純利益 786

法人税、住民税及び事業税 55

法人税等調整額 268

法人税等合計 324

少数株主損益調整前四半期純利益 461

少数株主損失（△） △23

四半期純利益 485
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 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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 461

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 105

繰延ヘッジ損益 △0

為替換算調整勘定 59

その他の包括利益合計 164

四半期包括利益 626

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 634

少数株主に係る四半期包括利益 △8
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（３）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。 
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