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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 3,821 2.7 △20 ― 6 △93.8 △29 ―

23年3月期第1四半期 3,719 13.3 115 ― 109 ― 65 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △43百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 46百万円 （―％）

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 △1.17 ―

23年3月期第1四半期 2.64 ―

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 16,063 5,347 32.5
23年3月期 15,914 5,416 33.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,218百万円 23年3月期  5,288百万円

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 ― 1.00 ― 1.00 2.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 1.00 ― 1.00 2.00

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) 7,800 4.0 40 △67.3 70 △22.9 20 △12.1 0.80
通期 16,000 2.3 190 △18.8 200 △5.5 120 58.7 4.82



(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 
 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、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 25,143,291 株 23年3月期 25,143,291 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 247,920 株 23年3月期 247,631 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 24,895,565 株 23年3月期1Q 24,900,682 株
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（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を受けて急速に落ち込んだものの、サプラ

イチェーンの復旧に伴い鉱工業生産が回復に転じるなど、持ち直しの動きとなりました。設備投資につきまして

は、毀損した生産設備の復旧があるものの、震災に伴う投資計画の先送り、中止などから、弱めの動きとなりまし

た。 

  このような状況のもと、当社グループでは、原子力発電所問題に関連した電力会社の設備投資抑制の影響を受けつ

つも、配電盤の復旧需要等により、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,821百万円（前年同四半期比2.7％増）

となりました。 

  損益面につきましては、価格競争の激化により粗利額が減少したことに加え、原材料価格の上昇等が製造コストを

押し上げたことにより、営業損失は20百万円（前年同四半期は営業利益115百万円）、経常利益は６百万円（前年同

四半期比93.8%減）となりました。また、四半期純損失は29百万円（前年同四半期は四半期純利益65百万円）となり

ました。 

  

  なお、製品区分別の売上状況につきましては、以下のとおりであります。 

  

 「電子制御器」 

  電磁開閉器につきましては、主力の空調業界をはじめ機械装置関連各社の回復基調を受けて需要が増加し、売上増

となりました。 

  また、電力会社向け配電自動化用子局につきましては、一部で予算見直しの動きがありましたが、全体的には堅調

に推移し、売上増となりました。 

  その結果、電子制御器全体の売上高は739百万円（前年同四半期比10.9％増）となりました。 

  

 「配電用自動開閉器」 

  主力製品の波及事故防止機器（通称SOG開閉器）につきましては、電設資材の調達が困難になったことによる工事

延期の影響がありましたが、震災で毀損した設備の復旧が緩やかに動き出したことなどを受けて需要が増加し、売上

増となりました。 

  また、電力会社向け配電用自動開閉器につきましては、設備投資計画が先送りになったことなどにより、売上減と

なりました。 

  その結果、配電用自動開閉器全体の売上高は1,813百万円（前年同四半期比6.0％減）となりました。 

  

 「配電盤およびシステム機器」 

  配電盤につきましては、震災関連復旧需要の影響により、売上増となりました。 

  水処理機器につきましては、排水処理設備の需要が増加し、売上増となりました。 

  その結果、配電盤およびシステム機器全体の売上高は661百万円（前年同四半期比19.1％増）となりました。 

  

 「その他」 

  産業機械の需要が増加し、金属加工分野等の売上が増加傾向となり、売上高は605百万円（前年同四半期比6.6％

増）となりました。 

  

 なお、上記の金額は、消費税抜きで表示しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は16,063百万円となり、前連結会計年度末に比べ149百万円増加いたしまし

た。流動資産は12,226百万円となり、前連結会計年度末に比べ260百万円増加いたしました。主な要因は現金及び預

金の増加であります。固定資産は3,836百万円となり、前連結会計年度末に比べ111百万円減少いたしました。主な要

因は有形固定資産の減少であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は10,716百万円となり、前連結会計年度末に比べ217百万円増加いたしま

した。主な要因は短期借入金及び長期借入金が増加したことであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は5,347百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円減少いたしま

した。主な要因は四半期純損失の計上と配当金の支払いによる利益剰余金の減少であります。 

 この結果、自己資本比率は32.5％（前連結会計年度末は33.2％）となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績及び当第２四半期以降の経営環境を踏まえ、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を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。  

  

  

  

  

（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 

該当事項はありません。 

  

（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。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 3,033,566 3,317,093

受取手形及び売掛金 4,494,461 4,468,063

有価証券 37,340 14,459

商品及び製品 1,467,846 1,236,917

仕掛品 1,211,553 1,457,903

原材料及び貯蔵品 1,058,991 1,063,695

その他 663,723 669,967

貸倒引当金 △1,167 △1,312

流動資産合計 11,966,317 12,226,788

固定資産   

有形固定資産 2,521,020 2,430,324

無形固定資産 172,598 159,784

投資その他の資産   

その他 1,262,319 1,253,153

貸倒引当金 △7,773 △6,524

投資その他の資産合計 1,254,545 1,246,629

固定資産合計 3,948,164 3,836,738

資産合計 15,914,481 16,063,527

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,309,643 3,221,580

短期借入金 1,910,572 2,089,066

未払法人税等 48,487 23,178

賞与引当金 452,466 217,187

その他 751,162 1,134,406

流動負債合計 6,472,333 6,685,420

固定負債   

長期借入金 1,397,200 1,544,982

退職給付引当金 2,023,686 1,897,309

役員退職慰労引当金 19,954 22,260

その他 585,157 566,282

固定負債合計 4,025,998 4,030,833

負債合計 10,498,331 10,716,254

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 483,722 483,722

利益剰余金 2,071,740 2,017,692

自己株式 △31,850 △31,883

株主資本合計 5,423,210 5,369,129

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △62,275 △88,770

為替換算調整勘定 △72,224 △61,928

その他の包括利益累計額合計 △134,499 △150,698

少数株主持分 127,439 128,843

純資産合計 5,416,149 5,347,273

負債純資産合計 15,914,481 16,063,527
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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 3,719,220 3,821,031

売上原価 2,838,852 3,112,711

売上総利益 880,368 708,320

販売費及び一般管理費 764,524 728,804

営業利益又は営業損失（△） 115,843 △20,484

営業外収益   

受取利息 519 391

受取配当金 6,932 6,935

鉄屑売却収入 9,610 11,260

助成金収入 6,781 8,276

保険返戻金 － 16,391

その他 14,711 13,191

営業外収益合計 38,556 56,446

営業外費用   

支払利息 13,351 11,927

売上割引 7,890 9,202

為替差損 20,109 4,914

その他 3,086 3,115

営業外費用合計 44,437 29,160

経常利益 109,962 6,801

特別利益   

貸倒引当金戻入額 160 －

特別利益合計 160 －

特別損失   

投資有価証券売却損 281 209

投資有価証券評価損 － 1,674

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,232 －

特別損失合計 25,513 1,884

税金等調整前四半期純利益 84,609 4,917

法人税、住民税及び事業税 6,548 18,032

法人税等調整額 14,363 14,575

法人税等合計 20,911 32,607

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（△）

63,697 △27,690

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,086 1,461

四半期純利益又は四半期純損失（△） 65,783 △29,152
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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（△）

63,697 △27,690

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,672 △26,501

為替換算調整勘定 2,327 10,296

その他の包括利益合計 △17,345 △16,205

四半期包括利益 46,352 △43,895

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 48,268 △45,350

少数株主に係る四半期包括利益 △1,915 1,454
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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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