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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 4,994 6.1 495 17.8 540 33.2 396 62.4
25年3月期第1四半期 4,709 △32.0 420 △30.2 405 △30.3 244 △45.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 529百万円 （150.4％） 25年3月期第1四半期 211百万円 （49.6％）

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

26年3月期第1四半期 30.20 ―
25年3月期第1四半期 19.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 24,759 15,358 62.0 1,048.82
25年3月期 23,633 14,069 59.5 1,112.74
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  15,358百万円 25年3月期  14,069百万円

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  
（注）平成25年3月期期末配当金10円00銭の内訳：普通配当 7円50銭 記念配当 2円50銭（創業80周年記念配当） 

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

25年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 7.00 ― 8.00 15.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

（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) 10,300 7.0 950 43.4 1,000 56.5 650 165.5 43.50
通期 21,500 4.6 1,900 23.7 1,950 20.6 1,200 31.8 80.30



(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）  ：  有  

詳細は、添付資料３ページ「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」をご覧下さい。 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続きを実施中であります。 

※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、本資料の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、実際の業績は様々
な予想数値と異なる場合があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社三社エンジニアリングサービ
ス

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） 26年3月期1Q 14,650,000 株 25年3月期 12,650,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 6,079 株 25年3月期 6,046 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 13,143,946 株 25年3月期1Q 12,644,003 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府のデフレ脱却・経済再生の旗振りのもと、輸出関連企

業や製造業の業績に改善の兆しが見え始めましたが、一方で中国を始めとする新興国の景気減速の影響が懸念さ

れる展開となりました。 

このような事業環境の中、当社グループにおきましては、半導体事業、電源機器事業ともに太陽光発電関連

の需要が好調に推移いたしました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は49億９千４百万円(前年同期比

6.1％増加)となりました。利益につきましては、営業利益は４億９千５百万円(前年同期比17.8％増加)、経常利

益は５億４千万円(前年同期比33.2％増加)、四半期純利益は３億９千６百万円(前年同期比62.4％増加)となりま

した。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(a) 半導体事業 

当事業におきましては、新興国の景気減速の影響による設備投資の回復遅れから産業用一般モジュールの販

売が低調であった反面、太陽光発電関連の一般モジュールの販売が好調に推移しました。 

 この結果、当事業の売上高は15億６千３百万円(前年同期比12.6％増加)、セグメント利益は１億６千万円(前

年同期比147.9％増加)となりました。 

  

(b) 電源機器事業 

 当事業におきましては、欧米を中心に需要が一巡したデジタルシネマ用光源電源の販売が前年同期に比べ大き

く減少したことに加え、新興国の景気減速による設備投資の回復遅れから大型の一般直流電源、金属表面処理用

電源等の販売が低調に推移しました。一方、太陽光発電用パワーコンディショナは、昨年７月の太陽光発電によ

る電力買取制度の導入を契機に受注・販売が好調で、無停電電源装置を含めたインバータ全体の売上高は11億９

千１百万円(前年同期比171.3%増加)となりました。 

 この結果、当事業の売上高は34億３千１百万円(前年同期比3.3%増加)、セグメント利益は６億３千１百万円

(前年同期比4.5％減少)となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ11億２千６百万円増加し、247億５千９百

万円となりました。これは主に公募による新株式発行により現金及び預金が11億７千１百万円増加したこと、ま

た、棚卸資産が２億３千４百万円増加したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ１億６千３百万円減少し、94億１百万円と

なりました。これは未払金が３億６千４百万円増加したものの賞与引当金が４億４百万円、未払法人税等が２億

９百万円減少したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ12億８千９百万円増加し153億５千８百

万円となりました。これは主に公募による新株式発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ４億４千３百万円

ずつ増加したことによるものであります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 第１四半期連結累計期間の連結業績の動向等を踏まえ、平成25年５月９日に公表いたしました平成26年３月期

の連結業績予想を修正することといたしました。 

 なお、為替レートは90円/ドルを前提としています。 

  

（第２四半期連結累計期間）                      （単位：百万円） 

   

（通期）                               （単位：百万円） 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結会計期間において、平成25年４月１日付で連結子会社である株式会社三社エンジニアリングサ

ービスを吸収合併いたしました。   

   

（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。   

   

   

  前回発表 今回発表  増減額  

 売上高 10,300 10,300 － 

 営業利益 700 950 250 

 経常利益 700 1,000 300 

 当期純利益 450 650 200 

  前回発表 今回発表  増減額  

 売上高 21,500 21,500 － 

 営業利益 1,650 1,900 250 

 経常利益 1,650 1,950 300 

 当期純利益 1,000 1,200 200 

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,879 7,050

受取手形及び売掛金 7,041 6,189

商品及び製品 1,620 1,890

仕掛品 984 1,022

原材料及び貯蔵品 1,197 1,123

繰延税金資産 578 439

その他 502 764

貸倒引当金 △14 △13

流動資産合計 17,789 18,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,778 1,745

機械装置及び運搬具（純額） 637 609

土地 2,297 2,297

その他（純額） 231 754

有形固定資産合計 4,945 5,407

無形固定資産   

その他 552 539

無形固定資産合計 552 539

投資その他の資産   

投資有価証券 147 122

繰延税金資産 144 132

その他 68 104

貸倒引当金 △13 △14

投資その他の資産合計 346 344

固定資産合計 5,844 6,291

資産合計 23,633 24,759



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,087 4,135

短期借入金 1,136 1,157

1年内返済予定の長期借入金 500 500

未払費用 658 688

未払法人税等 258 48

賞与引当金 612 207

未払金 978 1,342

その他 535 536

流動負債合計 8,767 8,617

固定負債   

長期借入金 300 300

退職給付引当金 75 64

未払役員退職慰労金 388 388

その他 33 31

固定負債合計 797 784

負債合計 9,564 9,401

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,264 2,707

資本剰余金 2,188 2,631

利益剰余金 9,673 9,944

自己株式 △3 △3

株主資本合計 14,123 15,280

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29 28

為替換算調整勘定 △83 50

その他の包括利益累計額合計 △54 78

純資産合計 14,069 15,358

負債純資産合計 23,633 24,759



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,709 4,994

売上原価 3,423 3,572

売上総利益 1,286 1,421

販売費及び一般管理費 865 926

営業利益 420 495

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 11 10

受取賃貸料 4 4

為替差益 － 32

デリバティブ評価益 37 19

その他 4 2

営業外収益合計 58 69

営業外費用   

支払利息 12 9

株式交付費 － 13

為替差損 58 －

その他 1 1

営業外費用合計 73 24

経常利益 405 540

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 － 40

その他 0 －

特別利益合計 0 40

特別損失   

固定資産廃棄損 2 0

その他 － 0

特別損失合計 2 0

税金等調整前四半期純利益 402 581

法人税、住民税及び事業税 19 31

法人税等調整額 139 152

法人税等合計 158 184

少数株主損益調整前四半期純利益 244 396

四半期純利益 244 396



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 244 396

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15 △0

為替換算調整勘定 △17 133

その他の包括利益合計 △32 132

四半期包括利益 211 529

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 211 529

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

     

 当社は、平成25年６月19日を払込期日とする公募による新株式発行を行いました。その結果、当第１四半期連結会

計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ443百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が

2,707百万円、資本準備金が2,631百万円となっております。   

   

Ⅰ 前第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  

（単位：百万円）

（注）１．調整額は、報告セグメントに帰属しない本社部門の費用であります。    

     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。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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  

（単位：百万円）

（注）１．調整額は、報告セグメントに帰属しない本社部門の費用であります。    

     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。  

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

  

  

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  
半導体事業 電源機器事業 計  

売上高       

外部顧客への売上高  1,389  3,320  4,709  －  4,709

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  1,389  3,320  4,709  －  4,709

セグメント利益  64  660  725  (305)  420

  

  

  

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  
半導体事業 電源機器事業 計  

売上高       

外部顧客への売上高  1,563  3,431  4,994  －  4,994

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  4  4  (4)  －

計  1,563  3,435  4,999  (4)  4,994

セグメント利益  160  631  791  (296)  495



 当第１四半期連結会計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 当社は平成25年６月４日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しに

関連して、大和証券株式会社に借受け株式の返還に必要な株式を取得させる目的で、下記の内容の第三者割当

による新株式発行を行うことを決議し、平成25年７月18日に払込が完了しております。 

  

１.発行株式数       普通株式       300,000株 

２.払込金額        1株につき      443.05円 

３.払込金額の総額             132,915,000円 

４.資本組入額の総額            66,457,500円 

５.資本準備金組入額の総額         66,457,500円  

６.払込期日              平成25年７月18日 

７.割当先                大和証券株式会社 

８.資金使途              当社の滋賀工場における新工場建設（滋賀工場の増築）及び 

同新工場内の生産設備に関する設備投資資金に充当する予定で

あります。  

（重要な後発事象）
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