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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 529 △41.7 △183 ― △182 ― △186 ―
23年3月期第1四半期 907 △5.4 △114 ― △116 ― △118 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △185百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △115百万円 （―％）

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 △1.65 ―
23年3月期第1四半期 △1.07 ―

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 8,617 4,346 50.4 35.66
23年3月期 9,166 4,532 49.4 37.31
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,346百万円 23年3月期  4,532百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 0.00 0.00

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  ：  有   

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) 2,700 0.3 100 4.8 90 1.7 80 25.8 0.59
通期 10,400 29.4 1,440 79.5 1,420 82.4 1,400 30.1 11.87



(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４ページ「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 
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、四半期決
算短信（添付資料）３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。 

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 116,269,350 株 23年3月期 116,269,350 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 230,348 株 23年3月期 229,448 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 116,039,602 株 23年3月期1Q 116,042,762 株
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災により、国内の

生産活動の停滞、物流機能の寸断、原発事故に伴う電力供給懸念の拡大などによりきわめて不安定な状

況にあります。震災は被災地のみならず国内全般に深刻な影響を及ぼしつつあり、今後の景気全体の見

通しを不透明にしております。政府は復旧・復興の為の第一次補正に引き続き、第二次、第三次など

次々と準備を進めておりますが、財源不足の問題や円高の進行など困難な課題が山積しており、そのプ

ロセスは遅れ気味となっております。 

このような状況において、気象防災・環境計測分野を事業の中心とする当社グループは、防災や減災

の一端を担う会社として被災地域の一刻も早い回復を願い、政府や自治体と連携して現在復旧・復興作

業に最大限注力しております。 

また、今年度は当社の次なる成長を目指し、企業理念の改定や中期の経営目標を設定すると同時に、

単なる機器メーカーからソリューションプロバイダーへ脱皮しつつ、新しい顧客の獲得や新規市場の開

拓に取り組み始めました。 

しかしながら、政府の補正予算執行の遅れや、民間企業の足元慎重な投資スタンスなどにより、現時

点ではただちに具体的数値に結び付くところまでは至っておりません。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比378百万円減少（41.7％減少）

し、529百万円となりました。売上高減少に伴い損益面では各損失額を増加させる結果となり、営業損

失は前年同四半期に比べ69百万円増加し183百万円の損失となり、経常損失は前年同四半期に比べ66百

万円増加し182百万円の損失となりました。また、四半期純損失は前年同四半期に比べ67百万円増加し

186百万円の損失となっております。 

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)連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

１．当四半期決算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
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、8,617百万円となり、前連結会計年度末に比べ549百

万円減少（6.0％減少）しました。このうち流動資産における主な増減は、現金及び預金の増加787百万

円、仕掛品の増加607百万円、受取手形及び売掛金の減少1,929百万円等であり、固定資産における主な

増減は有形固定資産の減少28百万円です。 

負債は前連結会計年度末に比べ364百万円減少（7.9％減少）し4,270百万円となりました。このうち

流動負債における主な増減は、支払手形及び買掛金の減少412百万円、賞与引当金の減少126百万円であ

り、固定負債における主な増減は退職給付引当金の増加9百万円です。 

純資産は、主として四半期純損失186百万円の計上による株主資本合計の減少により、前連結会計年

度末に比べ185百万円減少（4.1％減少）し4,346百万円となりました。 

平成23年５月12日に公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想に比べ、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6.4％の進捗であり、平均的な進捗率に比べますと大きく乖離し

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、グループの売上高および利益の計上には著しい季節的変動が

あるためです。従いまして、ここまでの進捗率の乖離による業績への影響は問題なく、第２四半期連結

累計期間の業績予想は据え置いております。 

又、通期の状況につきましては、当初の業績予想の段階では未確定であった震災復興対策第一次補正

予算に関わる、地震計や津波観測装置の復旧整備など気象庁関連の事業が具体的になってまいりました

が、詳細の仕様や金額がまだ確定していないことや当社の今後の生産負荷等を考慮しつつ現時点で予想

可能な範囲で通期業績予想に折込みました。すなわち、現時点における入手可能な情報や予測等に基づ

き、業績見通しを上方修正いたします。 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報

（３） 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

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

○税金費用の計算
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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 866,380 1,653,765

受取手形及び売掛金 3,736,394 1,807,268

製品 44,704 56,702

仕掛品 444,246 1,051,573

原材料及び貯蔵品 458,947 430,807

繰延税金資産 328,449 328,449

その他 30,533 57,183

貸倒引当金 △2,926 －

流動資産合計 5,906,729 5,385,750

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 238,819 232,163

機械装置及び運搬具（純額） 200,644 186,054

土地 2,553,168 2,553,168

リース資産（純額） 77,815 70,209

建設仮勘定 4,970 2,653

その他（純額） 137,647 140,701

有形固定資産合計 3,213,066 3,184,950

無形固定資産   

リース資産 2,333 2,158

その他 3,709 3,677

無形固定資産合計 6,042 5,835

投資その他の資産   

投資有価証券 700 700

長期貸付金 3,282 3,154

その他 61,325 60,961

貸倒引当金 △24,270 △23,992

投資その他の資産合計 41,038 40,824

固定資産合計 3,260,147 3,231,611

資産合計 9,166,877 8,617,362

明星電気㈱　（6709）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

5



（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 1,593,672 1,181,205

未払金 89,454 100,328

リース債務 29,150 28,444

未払法人税等 26,552 9,769

未払消費税等 86,827 2,576

製品保証引当金 128,810 124,501

賞与引当金 236,049 110,015

その他 178,870 445,840

流動負債合計 2,369,388 2,002,681

固定負債   

リース債務 50,999 43,923

退職給付引当金 1,217,070 1,226,801

環境対策引当金 16,870 16,870

再評価に係る繰延税金負債 980,460 980,460

固定負債合計 2,265,399 2,268,054

負債合計 4,634,787 4,270,735

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,411,898 5,411,898

利益剰余金 △2,279,450 △2,465,532

自己株式 △28,749 △28,840

株主資本合計 3,103,699 2,917,526

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △734 △24

土地再評価差額金 1,429,124 1,429,124

その他の包括利益累計額合計 1,428,390 1,429,100

純資産合計 4,532,089 4,346,626

負債純資産合計 9,166,877 8,617,362
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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 907,815 529,310

売上原価 718,131 423,235

売上総利益 189,683 106,074

販売費及び一般管理費   

役員報酬 24,166 27,166

従業員給料及び手当 129,904 116,713

賞与引当金繰入額 32,090 34,404

退職給付費用 18,918 2,110

賃借料 21,085 24,005

製品保証引当金繰入額 22,275 24,212

その他 56,105 61,069

販売費及び一般管理費合計 304,546 289,682

営業損失（△） △114,863 △183,607

営業外収益   

受取利息 34 26

受取賃貸料 6,995 7,110

その他 1,009 565

営業外収益合計 8,039 7,702

営業外費用   

支払利息 2,589 1,260

売上債権売却損 1,704 28

株式管理費用 1,963 1,937

為替差損 47 251

その他 2,890 2,887

営業外費用合計 9,194 6,364

経常損失（△） △116,017 △182,270

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,214 －

特別利益合計 1,214 －

税金等調整前四半期純損失（△） △114,803 △182,270

法人税、住民税及び事業税 3,822 3,811

法人税等合計 3,822 3,811

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △118,625 △186,082

四半期純損失（△） △118,625 △186,082
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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損失（△） △118,625 △186,082

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 2,633 710

その他の包括利益合計 2,633 710

四半期包括利益 △115,991 △185,372

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △115,991 △185,372

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 

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） 

 

②地域に関する情報 

 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） 

 
  （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23年４月１日 至 平成23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） 継続企業の前提に関する注記

（４） セグメント情報

製品機種区分 売上高（千円） 構成比（％）

気象防災分野 152,015 16.8

環境計測分野 85,464 9.4

特機分野 127,413 14.0

宇宙機器分野 208,245 22.9

制御システム分野 81,860 9.0

情報通信分野 252,817 27.9

合計 907,815 100.0

製品機種区分 売上高（千円） 構成比（％）

気象防災分野 49,921 9.4

環境計測分野 171,630 32.4

特機分野 100,555 19.0

宇宙機器分野 80,847 15.3

制御システム分野 35,642 6.7

情報通信分野 90,715 17.2

合計 529,310 100.0

売上高（千円） 構成比（％）

国内の外部顧客への売上高 873,155 96.2

海外の外部顧客への売上高 34,659 3.8

合計 907,815 100.0

売上高（千円） 構成比（％）

国内の外部顧客への売上高 481,201 90.9

海外の外部顧客への売上高 48,108 9.1

合計 529,310 100.0
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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） 

 

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。 

主要な顧客の名称 売上高（千円） 主要な製品機種区分

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 143,709 宇宙機器分野

株式会社 ＮＴＴドコモ 95,836 情報通信分野

主要な顧客の名称 売上高（千円） 主要な製品機種区分

気象庁 67,437 気象防災分野

株式会社 ＮＴＴドコモ 62,745 情報通信分野

株式会社 ＩＨＩエアロスペース 58,290 宇宙機器分野

（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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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。 

 

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１四半期累計期間の当該子会社の売上高は56,759千円、経常利益1,328千円、税引前四半期純利

益1,328千円、四半期純利益1,276千円であります。 

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 （平成23年４月１日～平成23年６月30日）

金  額 (千円) 割合（%）

 計 1,148,634 △20.6 

 ② 受注実績

当第１四半期連結累計期間

期  間 （平成23年４月１日～平成23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 

 

651,142 △59.2 2,341,625 △16.7

 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 （平成23年４月１日～平成23年６月30日）

金  額 (千円) 割合（%）

   計 529,310 △41.7

（２） 主要な連結子会社の業績の概況
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