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１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）
（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 ％

25年３月期第１四半期 17,429 43.5 1,615 459.3 1,532 455.1 737 805.7

24年３月期第１四半期 12,145 6.7 288 ― 276 ― 81 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 774百万円(600.0％) 24年３月期第１四半期 110百万円(―％)

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

25年３月期第１四半期 18.66 18.56
24年３月期第１四半期 2.01 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 70,296 60,012 84.1
24年３月期 70,571 59,616 83.2

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 59,099百万円 24年３月期 58,736百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 7.00 ― 10.00 17.00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 12.00 ― 12.00 24.00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 33,000 28.4 2,500 134.0 2,550 151.8 1,500 191.1 37.95
通期 63,700 6.8 5,100 16.6 5,200 16.0 3,100 37.4 78.43



（注）当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しています。詳細は、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

(３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

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。

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）２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。

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社 (社名)、 除外 ― 社 (社名)

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 43,000,000株 24年３月期 43,000,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 3,471,862株 24年３月期 3,471,609株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 39,528,272株 24年３月期１Ｑ 40,528,683株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題に起因する世界経済の下振れリスク

や長期化する円高、電力供給リスクの高まり等、先行き不透明な状況で推移いたしました。

当業界におきましては、企業収益の持ち直しや復興需要等を背景に設備投資が緩やかながら増加基調

となり、また住宅着工や建設投資につきましても底堅く推移いたしました。

このような状況下にあって当社グループは、成長分野である環境配慮型製品の投入を積極的に行うと

ともに、営業面につきましても太陽光発電システム関連製品等の拡販に尽力してまいりました。また、

設備投資の持ち直しにより高圧受電設備や配・分電盤が好調に推移した他、情報通信分野におけるキャ

ビネット案件が寄与した結果、売上高は17,429百万円と前年同四半期比43.5％の増収、営業利益は

1,615百万円と同459.3％の増益、経常利益は1,532百万円と同455.1％の増益、四半期純利益は737百万

円と同805.7％の増益となりました。

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ274百万円減少し、70,296百万円となりまし

た。この要因は、設備投資や長期貸付の実施により固定資産が702百万円増加したものの、納税資金の

支出などにより現金及び預金等の流動資産が977百万円減少したことによるものです。また、負債にお

いても未払法人税等の減少805百万円などにより670百万円減少し、10,284百万円となりました。

純資産は、剰余金の配当395百万円による減少がある一方、当四半期純利益737百万円の計上により、

利益剰余金が342百万円増加したため、合計では396百万円増加し、60,012百万円となりました。

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいていますが、実際の数値は今後の様々な要因により、予

想数値と異なる可能性があります。

当連結会計年度（平成25年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高63,700百万円、連結営

業利益5,100百万円、連結経常利益5,200百万円、連結当期純利益3,100百万円を見込んでおり、平成24

年５月14日公表時から変更ありません。

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

（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。

税金費用の計算

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います。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

１ 法人税法の改正にともなう減価償却方法の変更

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しています。

この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微です。

２ 減価償却方法の変更

当第１四半期連結会計期間より当社および国内の連結子会社において、建物附属設備を除く建物

（以下 建物本体）の減価償却方法を定率法から定額法に変更しました。

これは今後予定されている当社菊川工場での増築、連結子会社の工場新設を機に、減価償却方法

を検討した結果、建物本体は収益や設備の稼動状況に左右されず、長期安定的に使用され、使用期

間を通じて生産性や収益性が大きく変動しないことから、定額法が資産の実態をより反映する合理

的な方法と判断したためです。

これにより、従来の方法に比べ減価償却費は3百万円増加しています。

この結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は3

百万円減少しています。

２．サマリー情報(注記事項)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
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,162 3,562

受取手形及び売掛金 17,390 20,591

有価証券 7,810 5,007

商品及び製品 2,896 3,004

仕掛品 2,227 1,881

原材料及び貯蔵品 2,144 2,591

繰延税金資産 937 976

その他 924 890

貸倒引当金 △148 △137

流動資産合計 39,344 38,367

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,262 8,650

機械装置及び運搬具（純額） 2,929 2,856

土地 9,229 9,257

建設仮勘定 794 501

リース資産（純額） 129 131

その他（純額） 536 727

有形固定資産合計 21,881 22,124

無形固定資産

その他 46 54

無形固定資産合計 46 54

投資その他の資産

投資有価証券 3,536 3,331

関係会社長期貸付金 － 747

不動産信託受益権 1,512 1,510

長期預金 700 700

前払年金費用 1,837 1,777

繰延税金資産 69 69

その他 1,654 1,633

貸倒引当金 △12 △20

投資その他の資産合計 9,298 9,750

固定資産合計 31,226 31,929

資産合計 70,571 70,296
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,702 3,202

短期借入金 100 100

未払法人税等 1,505 699

リース債務 34 36

賞与引当金 1,322 709

役員賞与引当金 38 10

移転損失引当金 21 12

繰延税金負債 0 －

その他 3,275 4,625

流動負債合計 9,999 9,395

固定負債

長期未払金 63 59

リース債務 94 95

資産除去債務 75 75

環境対策引当金 46 46

繰延税金負債 547 482

その他 128 128

固定負債合計 955 888

負債合計 10,954 10,284

純資産の部

株主資本

資本金 6,578 6,578

資本剰余金 6,986 6,986

利益剰余金 48,023 48,365

自己株式 △3,105 △3,106

株主資本合計 58,483 58,825

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 609 465

為替換算調整勘定 △356 △191

その他の包括利益累計額合計 252 273

新株予約権 180 206

少数株主持分 699 706

純資産合計 59,616 60,012

負債純資産合計 70,571 70,296
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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：百万円)

前第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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 12,145 17,429

売上原価 8,912 12,419

売上総利益 3,232 5,010

販売費及び一般管理費 2,943 3,394

営業利益 288 1,615

営業外収益

受取利息 28 23

受取配当金 30 31

不動産信託受益権収入 26 26

その他 25 29

営業外収益合計 110 110

営業外費用

支払利息 0 1

売上割引 67 82

為替差損 43 99

その他 10 9

営業外費用合計 123 193

経常利益 276 1,532

特別利益

固定資産売却益 － 4

投資有価証券売却益 16 －

特別利益合計 16 4

特別損失

固定資産除売却損 0 3

関係会社株式売却損 － 13

災害による損失 － 34

特別損失合計 0 51

税金等調整前四半期純利益 292 1,485

法人税、住民税及び事業税 202 770

法人税等調整額 △2 △37

法人税等合計 199 732

少数株主損益調整前四半期純利益 92 753

少数株主利益 11 15

四半期純利益 81 737
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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：百万円)

前第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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 92 753

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24 △143

為替換算調整勘定 42 164

その他の包括利益合計 17 21

四半期包括利益 110 774

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 99 758

少数株主に係る四半期包括利益 11 15
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（単位：百万円）

（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

４．補足情報

販売の状況

年度

前第１四半期

連結累計期間

当第１四半期

連結累計期間
比較増減

前連結会計年度

（自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日）

（自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日）

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

部門別 金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減率
（％）

金額
構成比
（％）

配電盤 5,028 41.4 6,528 37.5 1,500 29.8 25,205 42.3

キャビネット 5,004 41.2 8,961 51.4 3,957 79.1 24,813 41.6

遮断器・開閉器 1,161 9.6 919 5.3 △242 △20.9 4,900 8.2

パーツ・その他 950 7.8 1,020 5.8 70 7.3 4,715 7.9

合計 12,145 100.0 17,429 100.0 5,284 43.5 59,634 100.0
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