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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 3,438 4.1 181 59.4 208 19.9 182 16.7
23年3月期第1四半期 3,302 6.8 113 ― 173 632.9 156 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 133百万円 （11.3％） 23年3月期第1四半期 120百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 8.06 ―

23年3月期第1四半期 6.90 ―

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

24年3月期第1四半期 17,282 12,139 69.6 530.26
23年3月期 17,113 12,051 69.8 526.38

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  12,032百万円 23年3月期  11,944百万円

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

23年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 6,210 △7.9 20 △91.0 60 △80.0 30 △87.0 1.32
通期 12,800 △10.4 150 △68.4 220 △62.7 170 △46.5 7.49



(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 
第１四半期決算につきましては、業績は堅調に推移いたしましたが、東日本大震災等が電力業界等に与える影響を現在精査中であります。従いまして、現時点
では、平成23年５月に発表した業績予想を修正せず、据え置いております。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 24,346,082 株 23年3月期 24,346,082 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,654,813 株 23年3月期 1,654,813 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 22,691,269 株 23年3月期1Q 22,694,853 株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
 
(1)連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、輸出や生産が

減少し、雇用情勢や設備投資の持ち直しも弱い動きとなるなど、先行き不透明な状況の中で推移

いたしました。 

このような状況のもと当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、電気機器関連事業

はほぼ前年並みとなり、計測機器関連事業は増加し、全体では 34 億 38 百万円（前年同四半期比

4.1％増）となりました。営業利益につきましては、売上高の増加などにより１億 81 百万円（同

59.4％増）となりました。経常利益につきましては、２億８百万円（同 19.9％増）となり、四

半期純利益につきましては、１億 82 百万円（同 16.7％増）となりました。 

 

報告セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（電気機器関連事業） 

電気機器関連事業につきましては、売上高は 29 億 89 百万円（前年同四半期比 1.3％増）とな

り、民需及び一部の子会社の収益改善などにより、営業利益は１億 49 百万円（同 15.6％増）と

なりました。 

 

（計測機器関連事業） 

計測機器関連事業につきましては、売上高は４億 48 百万円（前年同四半期比 27.4％増）とな

り、売上高の増加などにより営業利益は 32 百万円（前年同四半期は 15 百万円の営業損失）とな

りました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億 69 百万円増加しました。主な要因とし

ましては、固定資産が 67 百万円増加したことと、現金及び預金の増加などにより流動資産が１

億１百万円増加したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 81 百万円増加しました。主な要因としまして

は、繰延税金負債の減少などにより固定負債が 60 百万円減少したものの、支払手形及び買掛金

の増加などにより流動負債が１億 41 百万円増加したことによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 88 百万円増加しました。主な要因としまし

ては、その他有価証券評価差額金が 61 百万円減少したものの、四半期純利益の計上などにより

利益剰余金が１億 37 百万円増加したことなどによるものであります。 
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(3)連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期決算につきましては、業績は堅調に推移いたしましたが、東日本大震災等が電力業

界等に与える影響を現在精査中であります。従いまして、現時点では、平成 23 年５月に発表し

た業績予想を修正せず、据え置いております。 

 

２． サマリー情報（その他）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 

特記事項はありません。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

特記事項はありません。 

エナジーサポート㈱(6646)平成24年３月期第１四半期決算短信

-3-



３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 415,948 619,240

受取手形及び売掛金 3,237,093 3,070,530

商品及び製品 1,250,415 1,339,712

仕掛品 689,949 820,256

原材料及び貯蔵品 1,105,100 1,212,554

繰延税金資産 25,922 26,458

短期貸付金 5,925,684 5,639,329

その他 418,057 439,370

貸倒引当金 △16,800 △14,400

流動資産合計 13,051,373 13,153,053

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,599,124 1,592,304

機械装置及び運搬具（純額） 386,936 378,026

土地 594,912 594,912

建設仮勘定 212,096 412,168

その他（純額） 102,779 96,050

有形固定資産合計 2,895,850 3,073,463

無形固定資産

ソフトウエア 21,791 18,962

電話加入権 4,967 4,967

その他 3,519 3,373

無形固定資産合計 30,278 27,303

投資その他の資産

投資有価証券 930,121 824,737

繰延税金資産 29,161 29,161

長期前払費用 18,487 16,911

その他 165,065 162,659

貸倒引当金 △6,550 △4,350

投資その他の資産合計 1,136,286 1,029,120

固定資産合計 4,062,415 4,129,887

資産合計 17,113,788 17,282,940
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,767,131 2,096,044

短期借入金 522,088 517,959

未払法人税等 129,675 21,484

未払消費税等 92,817 39,377

賞与引当金 246,798 82,062

未払費用 148,222 171,539

その他 505,521 625,616

流動負債合計 3,412,254 3,554,085

固定負債

繰延税金負債 103,903 61,778

退職給付引当金 1,014,743 1,031,286

役員退職慰労引当金 10,576 11,002

事業整理損失引当金 108,173 100,337

損害賠償引当金 31,275 31,275

製品保証引当金 347,374 321,299

資産除去債務 3,640 3,656

その他 30,603 28,833

固定負債合計 1,650,291 1,589,470

負債合計 5,062,546 5,143,555

純資産の部

株主資本

資本金 5,197,563 5,197,563

資本剰余金 3,468,845 3,468,845

利益剰余金 3,478,557 3,616,120

自己株式 △315,258 △315,258

株主資本合計 11,829,709 11,967,272

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 150,702 89,274

繰延ヘッジ損益 △7,462 －

為替換算調整勘定 △28,588 △24,206

その他の包括利益累計額合計 114,651 65,067

少数株主持分 106,881 107,045

純資産合計 12,051,242 12,139,384

負債純資産合計 17,113,788 17,282,940
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 3,302,952 3,438,211

売上原価 2,596,204 2,653,562

売上総利益 706,748 784,648

販売費及び一般管理費

運賃 49,656 53,689

貸倒引当金繰入額 1,500 △2,400

役員報酬 62,287 54,822

給料手当及び賞与 211,265 222,882

賞与引当金繰入額 27,581 31,010

退職給付費用 19,705 22,819

役員退職慰労引当金繰入額 3,357 326

法定福利及び厚生費 48,914 50,021

減価償却費 14,278 12,799

その他 154,456 157,344

販売費及び一般管理費合計 593,002 603,315

営業利益 113,745 181,333

営業外収益

受取利息 8,754 8,916

受取配当金 19,469 19,234

投資有価証券割当益 27,753 －

その他 12,861 2,001

営業外収益合計 68,839 30,152

営業外費用

支払利息 939 462

為替差損 7,838 2,506

貸倒引当金繰入額 － 200

営業外費用合計 8,777 3,168

経常利益 173,808 208,317

特別損失

固定資産処分損 4,340 5,715

投資有価証券評価損 － 1,800

減損損失 150 －

会員権評価損 － 200

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,932 －

特別損失合計 6,423 7,715

税金等調整前四半期純利益 167,385 200,601

法人税、住民税及び事業税 5,620 17,608

法人税等調整額 5,150 △535

法人税等合計 10,770 17,073

少数株主損益調整前四半期純利益 156,614 183,528

少数株主利益又は少数株主損失（△） △100 582

四半期純利益 156,714 182,945
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 156,614 183,528

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39,435 △61,608

繰延ヘッジ損益 △116 7,462

為替換算調整勘定 3,149 4,381

その他の包括利益合計 △36,401 △49,763

四半期包括利益 120,212 133,764

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 120,368 133,361

少数株主に係る四半期包括利益 △156 403
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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22年４月１日  至  平成22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 セグメント利益の調整額△29千円は、セグメント間取引消去であります。 

（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います。 

  

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。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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） セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益ベースの数値であります。 

  

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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

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）セグメント情報等

報告セグメント
調整額
（千円）
（注）１

四半期連結
財務諸表
計上額
(千円)

電気機器 
関連事業
（千円）

計測機器
関連事業
（千円）

計
（千円）

売上高

  外部顧客への売上高 2,950,744 352,208 3,302,952 ― 3,302,952

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,706 ― 2,706 △2,706 ―

計 2,953,451 352,208 3,305,659 △2,706 3,302,952

セグメント利益又はセグメン
ト損失（△）（注）２

129,082 △15,307 113,775 △29 113,745

報告セグメント 四半期連結
財務諸表
計上額 
(千円)

電気機器 
関連事業
（千円）

計測機器
関連事業
（千円）

計
（千円）

売上高

  外部顧客への売上高 2,989,394 448,817 3,438,211 3,438,211

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ―

計 2,989,394 448,817 3,438,211 3,438,211

セグメント利益 149,197 32,136 181,333 181,333

（５）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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