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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 19,813 △6.3 △78 ― △10 ― △9 ―
25年3月期第3四半期 21,135 △4.8 271 △39.1 448 △5.1 629 54.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 609百万円 （52.2％） 25年3月期第3四半期 400百万円 （―％）

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3四半期 △0.45 ―
25年3月期第3四半期 29.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 20,857 8,170 38.1
25年3月期 18,871 7,691 39.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 7,935百万円 25年3月期 7,463百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 2.00 2.00

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 27,500 △5.8 200 △50.4 200 △70.8 130 △91.2 6.02



(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。

(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を実施中です。

※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、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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
②①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3Q 21,610,000 株 25年3月期 21,610,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 29,332 株 25年3月期 28,838 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 21,580,960 株 25年3月期3Q 21,581,448 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日までの９ヶ月間）の業績につきましては、

為替円安基調の中、中国経済の減速、発電機の在庫調整等により、売上高は 198億13百万円（前年同期比13億22百

万円減）となりました。

事業別の売上高は、電装品事業は、中国建機市場の低迷は続いていますが、国内向け堅調により、91億81百万円

（前年同期比24百万円増）となりました。

発電機事業は、米国向けの在庫調整が一段落したものの、自社ブランド発電機「ELEMAX」の海外販売先の在庫調

整が続いたことにより、58億65百万円（前年同期比18億40百万円減）となりました。

冷蔵庫事業は、主にオーストラリアの販売増により、44億28百万円（前年同期比５億31百万円増）となりまし

た。

次に損益面では、発電機事業の販売減に加え、円安による仕入コスト増等があり、営業損失78百万円（前年同期

比３億49百万円減）、経常損失10百万円（前年同期比４億58百万円減）、四半期純損失９百万円（前年同期比６億

38百万円減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末は、総資産が208億57百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億85百万円の

増加となりました。これは、主としてたな卸資産の増加及び投資有価証券の時価評価の増加が大きかったことによ

るものです。

負債は、126億86百万円となり、前連結会計年度末と比較して15億６百万円の増加となりました。これは主とし

て短期借入金の増加等によるものです。

純資産は、81億70百万円と、前連結会計年度末と比較して４億79百万円の増加となりました。これは四半期純損

失９百万円の計上と剰余金の配当１億29百万円による減少があったものの、その他有価証券評価差額金等が増加し

たこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日までの12ヶ月間）の連結業績予想及び個別業績予想に

つきましては、平成25年11月８日に公表いたしました内容から変更はありません。

（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３四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

該当事項はありません。

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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,794 1,772

受取手形及び売掛金 5,167 4,815

商品及び製品 2,047 2,937

仕掛品 1,570 1,774

原材料及び貯蔵品 179 449

繰延税金資産 326 369

その他 228 206

貸倒引当金 △12 △11

流動資産合計 11,302 12,315

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 932 868

機械装置及び運搬具（純額） 649 1,091

土地 1,014 1,011

建設仮勘定 561 298

その他（純額） 235 264

有形固定資産合計 3,392 3,535

無形固定資産 226 192

投資その他の資産

投資有価証券 3,865 4,731

繰延税金資産 29 29

その他 54 53

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,950 4,814

固定資産合計 7,569 8,542

資産合計 18,871 20,857



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,542 6,031

短期借入金 1,102 2,235

未払法人税等 179 46

製品保証引当金 103 105

賞与引当金 437 153

役員賞与引当金 21 －

その他 1,003 1,014

流動負債合計 8,391 9,588

固定負債

長期借入金 5 3

退職給付引当金 2,249 2,227

役員退職慰労引当金 91 100

資産除去債務 125 127

繰延税金負債 316 638

固定負債合計 2,789 3,097

負債合計 11,180 12,686

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 3,972 3,833

自己株式 △7 △7

株主資本合計 5,163 5,023

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,227 2,786

為替換算調整勘定 73 125

その他の包括利益累計額合計 2,300 2,911

少数株主持分 228 235

純資産合計 7,691 8,170

負債純資産合計 18,871 20,857



（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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 21,135 19,813

売上原価 19,178 18,124

売上総利益 1,957 1,688

販売費及び一般管理費 1,686 1,766

営業利益又は営業損失（△） 271 △78

営業外収益

受取利息 1 4

受取配当金 59 67

固定資産賃貸料 39 39

為替差益 66 －

その他 25 24

営業外収益合計 192 136

営業外費用

支払利息 3 8

為替差損 － 50

固定資産賃貸費用 8 8

その他 3 0

営業外費用合計 15 68

経常利益又は経常損失（△） 448 △10

特別利益

有形固定資産売却益 46 －

特別利益合計 46 －

特別損失

有形固定資産売却損 － 0

有形固定資産処分損 4 0

投資有価証券評価損 8 －

その他 6 －

特別損失合計 18 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

476 △11

法人税等 △157 18

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

633 △30

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △20

四半期純利益又は四半期純損失（△） 629 △9



（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

633 △30

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17 559

為替換算調整勘定 △250 79

その他の包括利益合計 △233 639

四半期包括利益 400 609

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 462 601

少数株主に係る四半期包括利益 △62 7



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（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）
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