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

24年3月期第3四半期 22,194 8.7 446 △17.1 472 △16.1 407 △2.6
23年3月期第3四半期 20,423 30.1 537 ― 563 ― 418 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △16百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 311百万円 （―％）

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3四半期 18.90 ―
23年3月期第3四半期 19.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 16,035 4,508 27.4
23年3月期 15,856 4,589 28.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,394百万円 23年3月期  4,481百万円

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  
現時点では、平成24年３月期配当予想額は未定であります。 

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） ― ―

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、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 26,300 △4.3 680 △21.2 730 △19.5 620 △6.5 28.72



(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  

(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きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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3Q 21,610,000 株 23年3月期 21,610,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 28,436 株 23年3月期 26,847 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 21,582,157 株 23年3月期3Q 21,584,238 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日までの９ヶ月間）の業績につきましては、

東日本大震災による影響に加え、海外経済の停滞や長引く為替円高の影響があったものの、震災対応の増産もあ

り、売上高は221億94百万円（前年同期比17億71百万円増、8.7%増）となりました。  

 事業別の売上高は、電装品事業は、東日本大震災によるトラックメーカーの生産減による売上減はあったもの

の、震災対応の増産で挽回し、更には補用品の売上増により、91億64百万円（前年同期比10億12百万円増、12.4%

増）となりました。発電機事業は、為替円高により、海外向け自社ブランド発電機「ＥＬＥＭＡＸ」の売上減があ

ったものの、５月後半から震災対応の発電体増産もあり、92億19百万円（前年同期比８億57百万円増、10.3%増）

となりました。冷蔵庫事業は、為替円高によりアメリカ向けが大幅に落ち込んだこと等により、35億３百万円（前

年同期比１億79百万円減、4.9%減）となりました。 

 次に、利益面では、売上増に伴う増益や原価改善活動等に努めましたが、材料費の高騰・為替円高等もあり、営

業利益は４億46百万円（前年同期比91百万円減、17.1%減）、経常利益は４億72百万円（前年同期比90百万円減、

16.1%減）となりました。また、投資有価証券評価損11百万円や、震災による操業停止費用６百万円等を特別損失

に計上した等の結果、四半期純利益は４億７百万円（前年同期比10百万円減、2.6%減）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末は、総資産が160億35百万円となり、前年度末と比較して１億79百万円の増加となりました。こ

れは保有する投資有価証券の時価評価の下落による減少等があったものの、操業回復に伴う売掛債権及びたな卸

資産の増加等によるものです。 

負債は、115億27百万円となり、前年度末と比較して２億61百万円の増加となりました。これは賞与の支払いに

よる引当金の減少や有価証券の時価評価下落による繰延税金負債の減少等があったものの、当四半期末が金融機

関の休日にあたり一括信託支払いの決済が翌月にまわった事による買掛債務の増加等によるものです。 

純資産は、45億８百万円と、前年度末と比較して81百万円の減少となりました。これは四半期純利益４億７百

万円を計上したものの、その他有価証券評価差額金が減少したことと、剰余金の配当64百万円を行ったこと等に

よるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 アジアなどの新興国を中心に需要は堅調に推移するとみておりますが、利益面での材料費の高騰、為替円高によ

る減益が予想されます。今後も原価改善活動を推進することで増益を達成すべく努めてまいります。また、現時点

ではタイの洪水による被害はでておりませんが、今後も部品調達関係先と緊密に連携をとり、対応をはかってまい

ります。  

 平成24年３月期の連結業績予想は、売上高263億円、営業利益６億80百万円、経常利益７億30百万円、当期純利

益６億20百万円と平成23年６月17日に公表いたしました業績予想から変更はございません。 

   

（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。  

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,255 1,751

受取手形及び売掛金 4,401 4,698

商品及び製品 1,379 2,021

仕掛品 1,495 1,355

原材料及び貯蔵品 224 224

その他 91 197

貸倒引当金 △9 △11

流動資産合計 8,837 10,238

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 967 887

機械装置及び運搬具（純額） 998 811

土地 1,039 1,038

建設仮勘定 106 89

その他（純額） 194 106

有形固定資産合計 3,307 2,933

無形固定資産 260 236

投資その他の資産   

投資有価証券 3,367 2,548

繰延税金資産 29 26

その他 54 52

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,450 2,627

固定資産合計 7,018 5,797

資産合計 15,856 16,035



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,409 6,498

短期借入金 952 828

未払法人税等 26 21

製品保証引当金 119 108

賞与引当金 366 125

その他 758 769

流動負債合計 7,632 8,352

固定負債   

長期借入金 13 8

退職給付引当金 2,223 2,223

役員退職慰労引当金 80 59

資産除去債務 121 122

繰延税金負債 1,195 760

固定負債合計 3,634 3,175

負債合計 11,266 11,527

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 1,593 1,936

自己株式 △6 △7

株主資本合計 2,784 3,126

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,744 1,371

為替換算調整勘定 △47 △104

その他の包括利益累計額合計 1,697 1,267

少数株主持分 107 114

純資産合計 4,589 4,508

負債純資産合計 15,856 16,035



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 20,423 22,194

売上原価 18,581 20,258

売上総利益 1,842 1,936

販売費及び一般管理費 1,304 1,490

営業利益 537 446

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 39 49

固定資産賃貸料 32 37

その他 26 18

営業外収益合計 100 107

営業外費用   

支払利息 12 6

為替差損 40 55

固定資産賃貸費用 9 9

その他 11 9

営業外費用合計 74 81

経常利益 563 472

特別利益   

有形固定資産売却益 2 0

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 2 0

特別損失   

有形固定資産処分損 2 1

投資有価証券評価損 － 11

災害による損失 － 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 114 －

その他 25 －

特別損失合計 142 18

税金等調整前四半期純利益 423 453

法人税等 9 32

少数株主損益調整前四半期純利益 413 420

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 12

四半期純利益 418 407



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 413 420

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △67 △373

為替換算調整勘定 △34 △63

その他の包括利益合計 △101 △437

四半期包括利益 311 △16

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 329 △22

少数株主に係る四半期包括利益 △17 6



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

 当社は、平成23年12月16日開催の取締役会において、以下のとおりタイにおける合弁会社を設立することを決定

し、平成24年１月12日に合弁会社を設立いたしました。 
  
① 合弁会社設立の目的 

 今後も堅調な需要の増加が見込まれるアジア地域での製造、販売拠点設立を目的として、合弁会社を設立する

ものであります。 
  

② 合弁会社の概要 

商号   SAWAFUJI ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. 

所在地  タイ国 ノンタブリー県 

資本金  １億５千万タイバーツ 

出資比率 当社：74％ Thai Electric Industries Co.,Ltd. ：26％ 

  

（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

（５）重要な後発事象
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