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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） 

（注）第１四半期連結会計期間より、研究開発費および営業支援費について会計方針の変更を行ったため、25年３月期第1四半期について当該会計方針の変
更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）第１四半期連結会計期間より、研究開発費および営業支援費について会計方針の変更を行ったため、25年３月期について当該会計方針の変更を反映し
た遡及適用後の数値を記載しております。  

(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 666 9.1 △420 ― △414 ― △259 ―
25年3月期第1四半期 611 15.5 △246 ― △246 ― △195 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △259百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △195百万円 （―％）

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 △1.95 ―
25年3月期第1四半期 △1.48 ―

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 9,567 5,483 57.3 41.29
25年3月期 10,104 5,875 58.2 44.25
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,483百万円 25年3月期  5,875百万円

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 ― ― ― 1.00 1.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 1.00 1.00

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、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) 2,100 △3.6 △500 ― △510 ― △330 ― △2.49
通期 8,000 23.0 500 446.0 480 380.2 400 591.5 3.01



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（2）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。  

(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 
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「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

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   ：  有
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 132,796,338 株 25年3月期 132,796,338 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 9,415 株 25年3月期 7,066 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 132,787,672 株 25年3月期1Q 132,794,323 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策に対する期

待感から円安・株高傾向で推移しており一部で景気改善の動きも見られるものの、中国経済の成長鈍化

や欧州における債務問題等は依然として懸念材料も多く、先行きに対してはまだまだ不透明な状況が続

いております。 

このような状況のもと、当社は本年２月に策定した中期事業計画に基づき、中核事業を気象・環境・

防災事業と宇宙・防衛事業として、前者は更なる成長と収益向上を実現すること、後者はＩＨＩグルー

プとの連携強化に注力することで、事業規模・収益力の拡大に努めてまいりました。さらには、ＩＨＩ

グループと連携して新事業を展開すること、および海外進出の拡大を加速して当社の一層の成長を目指

して活動してまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比55百万円（9.1％）増加し、666百万

円となりました。売上高は増加したものの、原価率が悪化したことに伴い損益面ではそれぞれ損失額を

増加させており、営業損失は前年同四半期に比べ174百万円増加し420百万円となり、経常損失は前年同

四半期に比べ167百万円増加し414百万円となりました。また、四半期純損失は前年同四半期に比べ63百

万円悪化し259百万円となっております。 

なお、当社グループの売上高および利益の計上には季節的変動があり、第４四半期連結会計期間に偏

る傾向があります。詳しくは「（３）連結業績予想などの将来予測に関する説明」をご参照下さい。ま

た、当社は、前年にＩＨＩグループの一員となりましたが、それを契機に当連結会計年度より原則とし

て、会計処理を親会社に統一するようにしております。詳しくは３頁注記事項の「（２）会計方針の変

更・会計上の見積りの変更・修正再表示」を参照願いますが、そのことにより以後の前期数値につきま

しては遡及手続きに基づく修正値で表現しております。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して537百万円減少し、9,567百万

円となりました。主な内容は、資産の部では、現金及び預金の減少（106百万円）、受取手形及び売掛

金の減少（2,387百万円）、仕掛品の増加（515百万円）、短期貸付金の増加（1,290百万円）等による

ものであり、負債の部では支払手形及び買掛金の減少（337百万円）によるものであります。純資産

は、当四半期純損失の計上（259百万円）と剰余金の配当による減少（132百万円）で前連結会計年度末

比 392百万円減少しております。この結果、自己資本比率は58.2％から0.9ポイント減少し57.3％とな

りました。 

  

平成25年５月８日に公表いたしました平成26年３月期の連結業績予想と比較し、当第１四半期連結累

計期間の売上高は、通期予想に対しては8.3％の進捗であり、平均的な進捗率と比較して大きく乖離し

ております。これは、官公庁への納入割合が大きく納期が年度末に偏ることから、第４四半期連結会計

期間に売上が集中する傾向が顕著であり、売上高および利益の計上には著しい季節的変動があります。

現段階におきましては進捗率の乖離による業績への影響はなく、期初の計画に対しては概ね予定通り

に推移していることから第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては変更はありませ

ん。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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当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する方法を採用しております。 

  

１．研究開発費 

当社における、研究開発費について、従来、「製造原価」として会計処理を行ってきましたが、当第

１四半期連結会計期間より、「販売費及び一般管理費」に計上する処理に変更しております。これは、

親会社との会計処理の統一を図るとともに、新たに研究開発グループを組織するなど、基礎応用研究、

新製品開発に係る研究開発活動の増加が見込まれることから、より期間損益計算の適正化を図るために

行ったものであります。 

 当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期

連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比較し、前第１四半

期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ27,851千円増加して

おります。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金

の期首残高は15,094千円減少しております。 

２．営業支援費 

当社における、製造部門が行う営業活動に関する支援費用について、従来、「製造原価」として会計

処理を行ってきましたが、当第１四半期連結会計期間より、「販売費及び一般管理費」に計上する処理

に変更しております。これは、親会社との会計処理の統一を図るとともに、当社の子会社化によって、

ＩＨＩグループを意識した新製品の市場への投入や新市場の開拓活動の増加等の変化が見込まれること

から、より期間損益計算の適正化を図るために行ったものであります。 

 当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期

連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比較し、前第１四半

期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ18,545千円増加して

おります。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金

の期首残高は52,424千円減少しております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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

（２）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：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 356,644 250,022

受取手形及び売掛金 4,358,655 1,970,983

製品 29,305 50,469

仕掛品 628,427 1,143,866

原材料及び貯蔵品 445,993 440,841

短期貸付金 340,175 1,630,831

繰延税金資産 437,119 595,432

その他 49,140 57,294

貸倒引当金 △543 △796

流動資産合計 6,644,918 6,138,944

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 215,312 209,897

機械装置及び運搬具（純額） 139,437 129,707

土地 2,549,587 2,549,587

リース資産（純額） 24,213 19,322

建設仮勘定 32,828 38,664

その他（純額） 255,738 242,902

有形固定資産合計 3,217,118 3,190,082

無形固定資産   

リース資産 933 758

その他 55,656 52,292

無形固定資産合計 56,589 53,051

投資その他の資産   

投資有価証券 109,804 109,631

長期貸付金 1,249 1,171

繰延税金資産 35,222 35,222

その他 58,602 57,772

貸倒引当金 △18,870 △18,870

投資その他の資産合計 186,008 184,927

固定資産合計 3,459,716 3,428,061

資産合計 10,104,635 9,567,006
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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   

支払手形及び買掛金 1,517,527 1,179,895

未払金 115,142 153,382

リース債務 17,587 14,593

未払法人税等 17,624 7,245

未払消費税等 57,236 3,102

製品保証引当金 103,820 97,942

賞与引当金 147,473 128,484

受注損失引当金 1,665 2,977

その他 108,405 356,382

流動負債合計 2,086,482 1,944,006

固定負債   

リース債務 7,560 4,706

退職給付引当金 1,226,936 1,227,183

環境対策引当金 50,243 50,243

再評価に係る繰延税金負債 857,447 857,447

固定負債合計 2,142,187 2,139,581

負債合計 4,228,669 4,083,587

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,996,530 2,996,530

利益剰余金 1,331,475 939,146

自己株式 △596 △815

株主資本合計 4,327,409 3,934,862

その他の包括利益累計額   

土地再評価差額金 1,548,556 1,548,556

その他の包括利益累計額合計 1,548,556 1,548,556

純資産合計 5,875,966 5,483,418

負債純資産合計 10,104,635 9,567,006
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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 611,493 666,870

売上原価 499,413 668,451

売上総利益又は売上総損失（△） 112,080 △1,581

販売費及び一般管理費 358,367 418,873

営業損失（△） △246,287 △420,454

営業外収益   

受取利息 15 1,070

受取賃貸料 7,181 7,850

その他 1,466 1,210

営業外収益合計 8,663 10,131

営業外費用   

支払利息 855 874

売上債権売却損 365 7

株式管理費用 1,557 1,616

支払手数料 3,939 －

為替差損 257 270

その他 1,677 923

営業外費用合計 8,652 3,692

経常損失（△） △246,275 △414,015

特別損失   

環境対策引当金繰入額 33,373 －

特別損失合計 33,373 －

税金等調整前四半期純損失（△） △279,648 △414,015

法人税等 △83,704 △154,476

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △195,944 △259,539

四半期純損失（△） △195,944 △259,539
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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損失（△） △195,944 △259,539

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 799 －

その他の包括利益合計 799 －

四半期包括利益 △195,145 △259,539

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △195,145 △259,539

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

当社グループは、通信、電子、電気計測、情報処理等の機器・装置を製造販売する環境計測システム

メーカーとして単一の事業を営んでおり、社内におけるマネジメントにおいても全体を一つの事業とし

ております。従いまして、報告セグメントは単一でありますので以下に関連情報につき記載いたしま

す。 

① 製品及びサービスに関する情報 

 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） 

 

② 地域に関する情報 

 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） 

 
  （注）有形固定資産はすべて国内に所在しており、海外に所在するものはありません。 

 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） 

 
  （注）有形固定資産はすべて国内に所在しており、海外に所在するものはありません。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報）

製品機種区分 売上高（千円） 構成比（％）

気象環境防災分野 299,697 49.1

宇宙防衛分野 145,789 23.8

その他分野 166,006 27.1

合計 611,493 100.0

製品機種区分 売上高（千円） 構成比（％）

気象環境防災分野 219,904 33.0

宇宙防衛分野 249,712 37.4

その他分野 197,253 29.6

合計 666,870 100.0

売上高（千円） 構成比（％）

国内の外部顧客への売上高 552,820 90.4

海外の外部顧客への売上高 58,673 9.6

合計 611,493 100.0

売上高（千円） 構成比（％）

国内の外部顧客への売上高 665,697 99.8

海外の外部顧客への売上高 1,173 0.2

合計 666,870 100.0
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③主要な顧客に関する情報 

 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） 

 
  

主要な顧客の名称 売上高（千円） 主要な製品機種区分

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ

128,588 その他分野

気象庁 85,766 気象環境防災分野

主要な顧客の名称 売上高（千円） 主要な製品機種区分

株式会社ＩＨＩ 101,031 その他分野

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ

81,138 その他分野

防衛省 73,347 宇宙防衛分野

独立行政法人宇宙航空研究開発機
構

68,673 宇宙防衛分野
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当第１四半期連結累計期間における生産実績は、次のとおりです。 

 
（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

当第１四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

当第１四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

なお、当社グループの事業は単一事業であるため、生産実績、受注実績、販売実績とも事業の種

類別はありません。 

  

当社の連結子会社は、当社が100％出資する明星マネジメントサービス株式会社のみです。当第１四

半期連結累計期間での当該子会社の売上高は全額が当社の仕入高となっており、また企業グループにお

ける連結決算において当該子会社の重要性は、金額的にも質的にも僅少であります。 

当第１四半期連結累計期間の当該子会社の売上高は71,099千円、経常利益4,028千円、税引前四半期

純利益4,028千円、四半期純利益3,976千円であります。 

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

  ① 生産実績

当第１四半期連結累計期間
前年同四半期比

期  間 （自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）

金  額 (千円) 割合（%）

 計 1,203,472 +16.1 

 ② 受注実績

当第１四半期連結累計期間

期  間 （自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）

受注高(千円)
前年同四半期比

（%）
受注残高(千円)

前年同四半期比

（%）

  

計 

 

1,420,300 +65.2 2,707,105 +1.6

 ③ 販売実績

当第１四半期連結累計期間
前年同四半期比

期  間 （自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）

金  額 (千円) 割合（%）

   計 666,870 +9.1

（２）主要な連結子会社の業績の概要

明星電気㈱　（6709）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

10


	01サマリー
	02文書
	03財務諸表
	04文書



