
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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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 809 35.2 83 ― 83 ― 88 ―
24年３月期第１四半期 598 37.3 △26 ― △23 ― △29 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 81百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △29百万円( ―％)

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 2.88 ―
24年３月期第１四半期 △0.98 ―

（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 3,707 2,606 70.3
24年３月期 3,701 2,524 68.2

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,606百万円 24年３月期 2,524百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 1,580 5.6 125 6.4 125 2.1 115 17.8 3.74

通期 3,250 11.7 247 21.8 250 19.5 230 20.1 7.49

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 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

（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

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 ： 無

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 30,713,342株 24年３月期 30,713,342株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 296株 24年３月期 296株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 30,713,046株 24年３月期１Ｑ 29,653,046株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）におけるわが国経済は、

東日本大震災からの復興関連需要等を背景に、景気は緩やかな回復傾向を示しているものの、欧州政府

債務危機を背景とした世界経済の減速、長期化する円高やデフレなどの景気下振れリスクも存在してお

り、先行きについては不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当社では、徹底した経費削減による販売管理費の抑制などの収益体質の強化を

図るとともに、積極的な営業活動を展開して受注の確保に努めてまいりました。これらの結果、前期に

受注した海外向け大型案件が寄与したこともあり、当第１四半期の業績は、売上高８億９百万円（前年

同四半期比35.2％増）、営業利益８千３百万円（前年同四半期は営業損失２千６百万円）、経常利益８

千３百万円（前年同四半期は経常損失２千３百万円）、四半期純利益８千８百万円（前年同四半期は四

半期純損失２千９百万円）となりました。 

  

セグメントごとの業績を示すと、以下のとおりであります。 

①工業炉燃焼装置関連事業 

工業炉燃焼装置関連事業につきましては、前期に受注した海外向け大型案件が寄与したことなどか

ら、当第１四半期連結累計期間の売上高は８億９百万円（前年同四半期比35.3％増）、営業利益は７千

万円（前年同四半期は営業損失２千６百万円）となりました。 

②その他の事業 

その他の事業につきましては、各子会社からの不動産賃貸収入、経営指導料等が収益の中心となって

おります。当第１四半期連結累計期間の売上高は７千４百万円（前年同四半期比12.0％増）、営業利益

は６千６百万円（前年同四半期比27.5％増）となりました。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し、37億７百万円とな

りました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、27億３千５百万円となりました。これは現金

及び預金の増加２億９百万円、仕掛品の減少１億１千５百万円などによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し９億７千１百万円となりました。これは、保険

解約による積立金の減少３千万円などによるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.9％減少し、６億９百万円となりました。これは支払手

形及び買掛金の減少５千２百万円、大型案件売上計上による前受金の減少７千４百万円などによるも

のであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、４億９千１百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.2％増加し26億６百万円となりました。これは四半期純

利益８千８百万円の計上などによるものであります。 

  

平成24年5月14日に公表した第２四半期の連結業績予想を、本日（平成24年８月10日）公表の「業績

予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正しています（通期の連結業績予想については、現時点では

変更していません）。 

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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（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） 

当社及び連結子会社は、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おりま

す。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

  

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

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 1,373,419 1,582,887

受取手形及び売掛金 888,600 838,842

仕掛品 266,700 151,061

原材料及び貯蔵品 152,496 155,205

その他 4,422 9,016

貸倒引当金 △1,140 △1,101

流動資産合計 2,684,498 2,735,912

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 91,321 89,356

機械装置及び運搬具（純額） 6,132 5,505

その他（純額） 6,322 6,378

土地 703,022 703,022

有形固定資産合計 806,798 804,263

無形固定資産   

ソフトウエア 2,764 2,626

その他 273 238

無形固定資産合計 3,038 2,864

投資その他の資産   

投資有価証券 111,680 99,245

破産更生債権等 925,250 925,100

その他 129,888 99,757

貸倒引当金 △960,137 △959,987

投資その他の資産合計 206,682 164,116

固定資産合計 1,016,519 971,244

資産合計 3,701,017 3,707,156
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(単位：千円)

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 331,876 279,840

短期借入金 38,200 72,300

未払法人税等 11,883 14,018

賞与引当金 70,392 104,357

完成工事補償引当金 10,524 4,685

工事損失引当金 1,121 －

前受金 139,147 64,205

その他 80,824 70,056

流動負債合計 683,970 609,463

固定負債   

長期借入金 11,250 7,500

再評価に係る繰延税金負債 228,821 228,821

退職給付引当金 229,236 232,773

役員退職慰労引当金 14,750 15,250

その他 8,438 6,887

固定負債合計 492,496 491,231

負債合計 1,176,466 1,100,695

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,131,532 2,131,532

資本剰余金 40,280 40,280

利益剰余金 △66,069 22,332

自己株式 △195 △195

株主資本合計 2,105,547 2,193,949

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,708 △1,784

土地再評価差額金 414,296 414,296

その他の包括利益累計額合計 419,004 412,511

純資産合計 2,524,551 2,606,460

負債純資産合計 3,701,017 3,707,156
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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 598,955 809,828

売上原価 456,321 571,344

売上総利益 142,633 238,484

販売費及び一般管理費 168,650 154,805

営業利益又は営業損失（△） △26,016 83,679

営業外収益   

受取利息及び配当金 199 801

仕入割引 745 256

持分法による投資利益 846 －

補助金収入 22 －

その他 1,522 555

営業外収益合計 3,337 1,613

営業外費用   

支払利息 238 221

手形売却損 43 －

持分法による投資損失 － 789

為替差損 414 180

その他 329 147

営業外費用合計 1,025 1,338

経常利益又は経常損失（△） △23,705 83,953

特別利益   

保険解約益 － 18,782

その他 0 －

特別利益合計 0 18,782

特別損失   

投資有価証券売却損 － 1,158

保険解約損 3,572 －

特別損失合計 3,572 1,158

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（△）

△27,277 101,578

法人税、住民税及び事業税 1,885 13,175

法人税等合計 1,885 13,175

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（△）

△29,163 88,402

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,163 88,402
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△29,163 88,402

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △524 △6,493

その他の包括利益合計 △524 △6,493

四半期包括利益 △29,687 81,909

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △29,687 81,909

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24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

  

Ⅰ 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) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１  セグメント利益又は損失（△）の調整額△51,625千円には、セグメント間取引消去426千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△52,051千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。 

２  セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注)１
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２工業炉燃焼装置
関連事業

その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 598,176 778 598,955 ― 598,955

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 66,024 66,024 △66,024 ―

計 598,176 66,803 664,980 △66,024 598,955

セグメント利益又は損失(△) △26,772 52,381 25,608 △51,625 △26,016
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Ⅱ 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) 

  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１  セグメント利益の調整額△53,097千円には、セグメント間取引消去△1,800千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△51,297千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正

後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる各セグメントに与える影響は軽微であります。 

  

  

  

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) 

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注)１
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２工業炉燃焼装置
関連事業

その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 809,078 750 809,828 ― 809,828

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 74,100 74,100 △74,100 ―

計 809,078 74,850 883,928 △74,100 809,828

セグメント利益 70,001 66,775 136,776 △53,097 83,679

（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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事業分離（子会社株式の売却） 

当社は、平成24年7月25日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社光電機製作所

の全株式を譲渡することを決議し、平成24年7月30日付で株式譲渡契約を締結し、同日、全株式を売

却しております。 

  

１．事業分離の概要 

①売却先企業の名称 

株式会社ノムラ 

②分離した事業の内容 

株式会社光電機製作所 

③事業分離を行った理由 

株式会社光電機製作所におきましては、昭和28年２月の設立以来、電気機器の製作、修理、販

売及び電気工事などを主体に事業運営を行っております。当社は、平成18年９月に電気計装技術

の強化と、当時、西日本地区で事業を展開していた当社グループ会社のサービス体制強化を目的

として、同社の全株式を取得して子会社化し、様々な施策のもと事業を展開してまいりました。

しかしながら、当社が平成20年３月期末に実施したグループ会社の再編にて、当該西日本地区の

グループ会社を売却したことにより、当社グループ会社とのシナジー効果が望めなくなったこと

や、近年の厳しい事業環境の中、赤字が継続しており現在の同社単独では将来的な収支改善にも

限界があることなどから、今般、関西地区に拠点を構え、船舶用艤装品製造販売設計を営んでお

り、高いシナジー効果が見込める、株式会社ノムラに同社の全株式を譲渡することといたしまし

た。 

④事業分離日（株式譲渡日） 

平成24年7月30日 

⑤法的形式を含む事業分離の概要 

株式売却による事業譲渡 

  

２．実施した会計処理の概要 

①移転損益の金額 

 
②移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

 
③移転した事業に関する投資は清算されたものとみて、移転したことにより受け取った対価となる

財の時価と、移転した事業の株主資本相当額との差額を移転損益として認識しております。 

  

３．分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 

工業炉燃焼装置関連事業 

  

４．当第１四半期連結会計期間の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

（６）重要な後発事象

子会社株式売却損 1,542千円

流動資産 57,207千円

固定資産 3,659 〃

資産合計 60,866千円

流動負債 14,209千円

負債合計 14,209千円

売上高 17,841千円

営業利益 △4,412 〃
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