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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 1,762 7.2 69 ― 80 ― 53 ―
23年3月期第1四半期 1,644 9.2 △9 ― 3 ― △39 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 49百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △54百万円 （―％）

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 6.18 ―
23年3月期第1四半期 △4.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,288 4,557 48.2
23年3月期 9,127 4,543 48.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,476百万円 23年3月期  4,464百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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) 4,073 14.2 139 173.1 146 122.8 76 ― 8.91
通期 8,391 9.9 328 7.4 347 4.5 196 12.2 22.79



(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続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 
 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる場合
があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料３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 9,388,950 株 23年3月期 9,388,950 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 769,718 株 23年3月期 769,380 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,619,462 株 23年3月期1Q 9,371,626 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、中国

を中心としたアジア地域での需要は好調を維持したものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震

災の影響による生産や輸出の減少、依然として厳しい経済環境など先行きが不透明な状況で推移いた

しました。 

生産設備支援業種としての当電気機器業界におきましては、半導体業界など一部の業種において設

備投資に持ち直しの動きが見られたものの、総じて厳しい受注環境で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは中国、東南アジア圏を中心とした海外市場への拡販や、国

内の新規顧客開拓に取り組んだ結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,762百万円（前年同四半

期比7.2％増）となりました。 

利益面につきましては、原価低減に向けた活動や経費抑制を継続し、営業利益は69百万円（前年同

四半期は営業損失9百万円）、経常利益は80百万円（前年同四半期は経常利益3百万円）、四半期純利

益は、法人税等合計25百万円などを計上したことにより、53百万円（前年同四半期は四半期純損失39

百万円）となりました。 

各セグメントごとの業績は以下の通りであります。 

① 国内制御装置関連事業  

 エンジニアリング部門につきましては、配電盤分野は増加したものの、印刷制御装置分野が大幅に

減少したことなどにより当部門の売上高は446百万円（前年同四半期比16.7％減）となりました。 

 機器部門につきましては、海外需要の増加による空間光伝送装置分野の増加および国内向け表示器

分野（電力調整器）が増加したことなどにより、当部門の売上高は523百万円（前年同四半期比

11.2％増）となりました。 

 変圧器部門につきましては、半導体業界向け乾式変圧器や受配電用乾式変圧器が伸長したことや震

災からの復旧需要などにより、当部門の売上高は476百万円（前年同四半期比37.3％増）となりまし

た。  

 以上の結果、国内制御装置関連事業の売上高は1,447百万円（前年同四半期比6.8％増）となりまし

た。  

② 海外制御装置関連事業  

 海外制御装置関連事業につきましては、日系企業および中国企業向けの受配電盤が伸長したことや

中国現地の日系エレベータ企業向けエレベータセンサの現地生産販売が増加したことなどにより、当

事業の売上高は161百万円（前年同四半期比46.2％増）となりました。  

③ 建材関連事業  

 建材関連事業につきましては、公共設備投資抑制の影響を受けたことなどにより、当事業の売上高

は34百万円（前年同四半期比18.1％減）となりました。  

④ 樹脂関連事業  

 樹脂関連事業につきましては、自動車業界での需要が低迷したことなどにより、当事業の売上高は

119百万円（前年同四半期比12.8％減）となりました。  

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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（セグメント別売上高：参考値）  

（単位：百万円未満切捨）

 
  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ160百万円増加し9,288百万円と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が316百万円減少したものの、現金及び預金の増加288

百万円およびたな卸資産の増加204百万円などにより流動資産が200百万円増加し、また、固定資産が

40百万円減少したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ145百万円増加し、4,730百万円となりました。これは主に、長期

借入金の減少5百万円など固定負債が16百万円減少したものの、支払手形及び買掛金の増加144百万円

などにより流動負債が161百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ14百万円増加し、4,557百万円となりました。これは主に、利益

剰余金の増加18百万円などによるものであります。 

  

 平成24年３月期の第２四半期連結累計期間並びに通期の業績予想につきましては、平成23年５月12

日に公表いたしました業績予想を修正しておりません。 

 なお、上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、

不確定要素を含んでおり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

区分

平成23年３月期
第１四半期

平成24年３月期
第１四半期

比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

国内制御装置関連事業
百万円
1,354

％
82.4

百万円
1,447

％
82.1

百万円
+92

％
+6.8

 エンジニアリング部門 536 32.6 446 25.3 △89 △16.7

  機器部門 470 28.7 523 29.7 +52 +11.2

変圧器部門 347 21.1 476 27.1 +129 +37.3

海外制御装置関連事業 110 6.7 161 9.2 +51 +46.2

建材関連事業 42 2.6 34 2.0 △7 △18.1

樹脂関連事業 136 8.3 119 6.7 △17 △12.8

合計 1,644 100.0 1,762 100.0 +118 +7.2

（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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 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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,625,822 1,914,032

受取手形及び売掛金 3,373,563 3,056,726

商品及び製品 208,500 231,270

仕掛品 469,928 560,946

原材料及び貯蔵品 424,018 514,461

繰延税金資産 95,895 116,480

その他 56,043 59,338

貸倒引当金 △1,748 △361

流動資産合計 6,252,024 6,452,893

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 527,253 515,438

土地 1,109,287 1,109,287

その他（純額） 292,080 283,110

有形固定資産合計 1,928,622 1,907,835

無形固定資産

土地使用権 173,154 176,339

その他 98,544 92,326

無形固定資産合計 271,698 268,666

投資その他の資産

投資有価証券 346,012 320,835

繰延税金資産 184,519 191,138

その他 150,966 151,736

貸倒引当金 △5,953 △4,905

投資その他の資産合計 675,545 658,804

固定資産合計 2,875,865 2,835,307

資産合計 9,127,890 9,288,200

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,465,041 1,609,716

短期借入金 1,223,242 1,231,242

未払法人税等 122,447 39,286

賞与引当金 159,631 71,113

その他 274,397 455,077

流動負債合計 3,244,759 3,406,435

固定負債

長期借入金 599,056 593,454

長期未払金 75,834 74,450
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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)

繰延税金負債 6,160 6,160

退職給付引当金 455,494 448,639

役員退職慰労引当金 136,485 134,957

その他 66,982 66,315

固定負債合計 1,340,013 1,323,977

負債合計 4,584,772 4,730,413

純資産の部

株主資本

資本金 1,037,085 1,037,085

資本剰余金 857,360 857,360

利益剰余金 2,732,266 2,751,055

自己株式 △175,832 △175,930

株主資本合計 4,450,879 4,469,571

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 39,591 24,496

為替換算調整勘定 △25,666 △17,951

その他の包括利益累計額合計 13,925 6,545

少数株主持分 78,312 81,671

純資産合計 4,543,117 4,557,787

負債純資産合計 9,127,890 9,288,200
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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 1,644,541 1,762,977

売上原価 1,216,299 1,257,593

売上総利益 428,241 505,383

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 22,056 23,789

給料手当及び賞与 135,612 141,988

賞与引当金繰入額 11,983 24,230

退職給付費用 7,425 7,728

役員退職慰労引当金繰入額 3,665 1,136

福利厚生費 36,155 39,258

旅費及び交通費 21,369 18,338

減価償却費 12,039 14,029

賃借料 13,912 12,745

技術研究費 13,200 15,496

その他 160,198 137,126

販売費及び一般管理費合計 437,619 435,868

営業利益又は営業損失（△） △9,378 69,514

営業外収益

受取利息 1,285 522

受取配当金 8,648 9,592

受取賃貸料 4,745 4,604

助成金収入 1,398 －

雑収入 6,594 6,039

営業外収益合計 22,671 20,758

営業外費用

支払利息 7,290 6,538

不動産賃貸原価 2,847 2,762

雑損失 116 167

営業外費用合計 10,254 9,469

経常利益 3,038 80,803

特別利益

固定資産売却益 11 －

貸倒引当金戻入額 265 －

特別利益合計 276 －

特別損失

固定資産除却損 25 22

投資有価証券売却損 34 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42,472 －

特別損失合計 42,532 22

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（△）

△39,216 80,781
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(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)

法人税、住民税及び事業税 18,757 42,865

法人税等調整額 △15,408 △16,970

法人税等合計 3,349 25,894

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（△）

△42,565 54,886

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,554 1,618

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,010 53,268
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△42,565 54,886

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,472 △15,094

為替換算調整勘定 737 9,454

その他の包括利益合計 △11,735 △5,640

四半期包括利益 △54,300 49,246

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △50,881 45,888

少数株主に係る四半期包括利益 △3,419 3,358
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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