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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 4,656 △2.8 317 25.1 468 81.3 394 474.0
25年3月期第1四半期 4,791 △3.1 253 △34.0 258 △32.3 68 △75.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 469百万円 （629.0％） 25年3月期第1四半期 64百万円 （△77.9％）

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 13.55 ―
25年3月期第1四半期 2.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 21,159 15,255 71.5 519.48
25年3月期 21,261 14,903 69.6 507.68
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  15,134百万円 25年3月期  14,792百万円

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 ― 3.50 ― 4.00 7.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.50 ― 4.00 7.50

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 10,300 2.2 780 3.4 800 7.4 370 1.0 12.70
通期 21,500 1.6 1,920 1.4 1,950 △2.1 1,050 2.5 36.00



(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監査手続きの対象外であり、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財務諸表
の監査手続き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 
 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情報に基づいており、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。 

※  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 33,061,003 株 25年3月期 33,061,003 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,927,499 株 25年3月期 3,924,108 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 29,135,184 株 25年3月期1Q 29,140,517 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和による円安・株価上昇の動きが進み、景況

感は徐々に改善されつつあります。一方で欧州の景気低迷や中国の経済成長減速に加え、円安に伴う素材等の

価格アップなど国内外の懸念材料は残っており、依然として先行き不透明感は払拭されない状況で推移いたし

ました。 

この様な経営環境のもと、当第１四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は46億５千６百万円（前

年同期比2.8％減少）となりました。損益につきましては、営業利益３億１千７百万円（前年同期比25.1％増

加）、経常利益４億６千８百万円（前年同期比81.3％増加）となりました。また、四半期純利益は、西宮市の

都市計画道路に伴う収用補償金１億１千６百万円を特別利益に計上したこともあり、３億９千４百万円（前年

同期比474.0％増加）となりました。  

事業部門別での結果は次の通りであります。 

①コンデンサ・モジュール部門 

 空調機器分野が低調に推移いたしました結果、売上高は32億４千５百万円（前年同期比5.8％減少）となり

ました。 

②電力機器システム部門 

 省エネ・電力品質改善機器、瞬低補償装置が堅調に推移し伸長いたしました結果、売上高13億６千７百万

円（前年同期比5.5％増加）となりました。 

③情報機器システム部門 

 主力商品であるバス用表示装置、鉄道用表示装置が堅調に推移いたしましたが、売上高は４千３百万円

（前年同期比12.3％減少）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期における総資産は211億５千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億１百万円の減少とな

りました。増減の主なものは、現金及び預金の増加４億１千４百万円、受取手形及び売掛金の減少４億５千３

百万円、棚卸資産の増加１億７千５百万円等によるものであります。負債は59億４百万円となり、前連結会計

年度末に比べ４億５千２百万円の減少となりました。増減の主なものは、未払法人税等の減少３億４千９百万

円、未払費用の増加５億３千９百万円、賞与引当金の減少２億１千４百万円等であります。 

 純資産は152億５千５百万円となり、自己資本比率は71.5％と1.9ポイント増加しました。  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。 

 営業活動におけるキャッシュ・フローは、５億９千８百万円の収入となり、前年同期比１億２千８百万円収

入の増加となりました。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、６千４百万円の支出となり、前年同期比８千３百万円支出の減少

となりました。主な支出の要因は、有形固定資産の取得による支出等によるものです。 

 財務活動におけるキャッシュ・フローは、１億１千９百万円の支出となり、前年同期比０百万円支出の増加

となりました。主な支出の要因は、配当金の支払い等によるものです。 

 これらの結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は39億９千５百万円となり、前連結会計年度末

に比べ４億１千４百万円の増加、前年同期比11億２千３百万円の増加となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 現時点において、通期の連結業績予想につきましては、平成25年5月15日に公表しました予想値に変更はござ

いません。   

 なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速

やかに開示する予定であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 3,581,600 3,995,908

受取手形及び売掛金 4,733,204 4,280,184

商品及び製品 315,974 385,124

仕掛品 359,905 481,389

原材料及び貯蔵品 418,795 404,066

繰延税金資産 260,433 150,717

その他 74,316 90,875

貸倒引当金 △470 △430

流動資産合計 9,743,760 9,787,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,211,295 3,201,754

機械装置及び運搬具（純額） 2,014,031 1,955,267

土地 4,346,314 4,269,567

リース資産（純額） 8,684 6,748

建設仮勘定 211,581 209,982

その他（純額） 230,341 215,635

有形固定資産合計 10,022,248 9,858,955

無形固定資産   

リース資産 584 334

その他 44,609 40,356

無形固定資産合計 45,194 40,690

投資その他の資産   

投資有価証券 1,100,064 1,127,047

長期貸付金 854 1,459

繰延税金資産 286,391 280,241

その他 67,154 68,052

貸倒引当金 △4,500 △4,500

投資その他の資産合計 1,449,965 1,472,300

固定資産合計 11,517,408 11,371,946

資産合計 21,261,168 21,159,783
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（単位：千円）

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   

買掛金 812,253 710,803

短期借入金 900,000 900,000

リース債務 6,427 4,459

未払法人税等 477,198 128,113

未払費用 569,953 1,109,287

賞与引当金 418,869 204,713

役員賞与引当金 70,000 18,000

その他 557,529 363,065

流動負債合計 3,812,231 3,438,442

固定負債   

リース債務 2,841 2,623

再評価に係る繰延税金負債 1,191,590 1,165,685

退職給付引当金 847,637 825,451

長期未払費用 451,786 421,064

その他 51,479 51,479

固定負債合計 2,545,335 2,466,304

負債合計 6,357,566 5,904,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001,745 5,001,745

資本剰余金 3,308,285 3,308,285

利益剰余金 7,196,400 7,521,362

自己株式 △1,228,275 △1,229,496

株主資本合計 14,278,156 14,601,898

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 298,196 317,209

土地再評価差額金 997,602 950,740

為替換算調整勘定 △781,608 △735,442

その他の包括利益累計額合計 514,190 532,507

少数株主持分 111,254 120,630

純資産合計 14,903,602 15,255,035

負債純資産合計 21,261,168 21,159,783
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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：千円）

前第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) 

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 4,791,144 4,656,123

売上原価 3,395,237 3,238,884

売上総利益 1,395,907 1,417,238

販売費及び一般管理費   

給料及び賃金 238,152 248,965

賞与引当金繰入額 45,121 49,004

役員賞与引当金繰入額 18,000 18,000

退職給付費用 12,136 12,892

運搬費 83,346 81,193

その他 745,241 689,454

販売費及び一般管理費合計 1,141,997 1,099,510

営業利益 253,909 317,728

営業外収益   

受取利息 99 233

受取配当金 3,835 7,153

固定資産賃貸料 11,226 10,242

為替差益 － 30,718

受取保険金 － 51,933

スクラップ売却代 19,566 23,699

助成金収入 6,999 41,812

その他 6,105 4,973

営業外収益合計 47,833 170,765

営業外費用   

支払利息 1,546 1,303

債権売却損 13,444 12,112

為替差損 19,660 －

その他 8,440 6,251

営業外費用合計 43,091 19,668

経常利益 258,651 468,825

特別利益   

収用補償金 － 116,652

特別利益合計 － 116,652

税金等調整前四半期純利益 258,651 585,477

法人税、住民税及び事業税 53,336 90,856

法人税等調整額 127,510 88,124

法人税等合計 180,847 178,981

少数株主損益調整前四半期純利益 77,803 406,495

少数株主利益 9,055 11,847

四半期純利益 68,748 394,648
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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：千円）

前第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) 

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 77,803 406,495

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,830 19,012

為替換算調整勘定 20,390 43,693

その他の包括利益合計 △13,439 62,705

四半期包括利益 64,363 469,201

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 59,175 459,826

少数株主に係る四半期包括利益 5,188 9,375
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

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) 

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 258,651 585,477

減価償却費 277,418 239,719

収用補償金 － △116,652

貸倒引当金の増減額（△は減少） △460 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △954 △22,185

賞与引当金の増減額（△は減少） △203,614 △214,038

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54,000 △52,000

受取利息及び受取配当金 △3,934 △7,386

支払利息 1,546 1,303

売上債権の増減額（△は増加） 239,171 468,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,282 △157,647

仕入債務の増減額（△は減少） △46,718 △121,261

その他 391,769 416,063

小計 831,591 1,019,580

利息及び配当金の受取額 3,934 7,386

利息の支払額 △1,546 △1,303

法人税等の支払額 △363,958 △426,917

営業活動によるキャッシュ・フロー 470,020 598,746

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △49,462 △270

有形固定資産の取得による支出 △97,146 △123,673

有形固定資産の売却による収入 － 23,187

無形固定資産の取得による支出 △1,990 －

収用補償金の受取による収入 － 34,996

その他 161 893

投資活動によるキャッシュ・フロー △148,437 △64,866

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △313 △1,220

配当金の支払額 △116,565 △116,547

その他 △2,151 △2,186

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,030 △119,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,392 382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 201,160 414,307

現金及び現金同等物の期首残高 2,670,966 3,581,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,872,127 3,995,908
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  当第１四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

   該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

（注）１．調整額の内容は以下の通りであります。 

（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。 

  

（注）２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．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）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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

コンデンサ・
モジュール 

電力機器 
システム 

情報機器 
システム 

合計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,445,430  1,296,217  49,497  4,791,144  －  4,791,144

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,780  －  －  3,780  △3,780  －

計  3,449,210  1,296,217  49,497  4,794,925  △3,780  4,791,144

セグメント利益  378,013  338,997  1,742  718,752  △464,843  253,909

  （単位：千円）

  金額 

全社費用（注）  △464,843

合計  △464,843
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Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

（注）１．調整額の内容は以下の通りであります。 

（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。 

  

（注）２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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。  

  

 該当事項はありません。  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

コンデンサ・
モジュール 

電力機器 
システム 

情報機器 
システム 

合計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,245,595  1,367,097  43,430  4,656,123  －  4,656,123

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 642  －  －  642  △642  －

計  3,246,238  1,367,097  43,430  4,656,766  △642  4,656,123

セグメント利益  334,864  397,977  5,532  738,374  △420,646  317,728

  （単位：千円）

  金額 

全社費用（注）  △420,646

合計  △420,646

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）
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