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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 2,161 △23.3 △122 ― △79 ― △105 ―
25年3月期第1四半期 2,817 3.0 79 △60.4 83 △59.0 33 △70.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 48百万円 （△39.8％） 25年3月期第1四半期 80百万円 （△47.5％）

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 △4.71 ―
25年3月期第1四半期 1.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 18,651 11,274 58.9
25年3月期 18,737 11,329 59.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  10,977百万円 25年3月期  11,054百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 4,900 △14.7 △43 ― △15 ― △65 ― △2.90
通期 13,180 9.8 445 32.2 447 △4.8 235 3.8 10.49



(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の対象外でありますが、この四半期決算短信開示時点において、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を受けております。 

※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、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
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

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 26,180,000 株 25年3月期 26,180,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,775,557 株 25年3月期 3,775,557 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 22,404,443 株 25年3月期1Q 22,404,570 株
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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、政府の経済政策や日銀の大胆な金融緩和に対す

る期待などを受けて、株高の進行や円高の是正などをはじめ景気に緩やかな回復の動きが見られまし

たが、実体経済は回復までには至っておらず、全体として不透明な状況が続いております。 

このような経営環境の下、当企業グループは、当連結会計年度を４年目とする中期経営計画「OVAL 

PHOENIX PLAN 2015」に掲げた、海外システムビジネスの拡大、液化天然ガス(LNG)及び新エネルギー

市場への展開等の諸戦略を推進してまいりました。 

しかしながら、当第１四半期連結累計期間の受注高は2,262百万円で前年同四半期に比べ20.4％の減

少、売上高は2,161百万円で前年同四半期に比べ23.3％の減収、利益面では営業損失は122百万円(前年

同四半期は営業利益79百万円)、経常損失は79百万円(前年同四半期は経常利益83百万円)、四半期純損

失は105百万円(前年同四半期は四半期純利益33百万円)となりました。 

事業部門別の業績は、以下のとおりであります。 

(センサ部門) 

国内での設備投資減少などの影響等により当部門の受注高は前年同四半期比12.1％減の1,395百

万円、売上高は前年同四半期比23.2％減の1,298百万円となりました。 

(システム部門) 

受注高は海外大口案件の受注減少により、前年同四半期比58.8％減の265百万円となりました。

売上高は前年同四半期比41.1％減の292百万円となりました。 

(サービス部門) 

顧客からのメンテナンス依頼はほぼ横ばいとなり、受注高は前年同四半期比1.9％減の597百万

円、売上高は前年同四半期比10.0％減の566百万円となりました。 

(その他の部門) 

受注高、売上高共に前年同四半期比277.7％増の３百万円となりました。  
  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ86百万円減少し、

18,651百万円となりました。流動資産は、131百万円減少し、9,453百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が167百万円、繰延税金資産が75百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が367

百万円減少したこと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44百万円増加し、

9,197 百万円となりました。これは主に、投資有価証券が31百万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における負債合計は、前連結会計年度末に比べ32百万円減少し、7,376

百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し、3,520百万円となりまし

た。これは主に、賞与引当金が115百万円、損害賠償損失引当金が36百万円増加しましたが、支払手形

及び買掛金が113百万円、短期借入金が66百万円減少したこと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28百万円減少し、3,856 百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が

32百万円、退職給付引当金が19百万円増加しましたが、長期借入金が49百万円、役員退職慰労引当金

が25百万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における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、

11,274百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が117百万円、その他有価証券評価差額金

が22百万円増加しましたが、利益剰余金が217百万円減少したことによるものであります。 
  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、当第１四半期の実績を踏まえ、平成25年５月14日

に公表いたしました連結業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

 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
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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 2,506,791 2,673,995

受取手形及び売掛金 5,000,223 4,632,250

商品及び製品 429,329 445,203

仕掛品 207,638 242,853

原材料及び貯蔵品 1,109,520 1,092,975

その他 334,955 369,703

貸倒引当金 △4,160 △3,799

流動資産合計 9,584,297 9,453,181

固定資産

有形固定資産

土地 5,576,858 5,577,410

その他（純額） 1,788,534 1,800,409

有形固定資産合計 7,365,393 7,377,819

無形固定資産 155,568 153,436

投資その他の資産

その他 1,642,781 1,676,796

貸倒引当金 △10,110 △10,172

投資その他の資産合計 1,632,671 1,666,624

固定資産合計 9,153,632 9,197,880

資産合計 18,737,930 18,651,061
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（単位：千円）

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

支払手形及び買掛金 1,061,284 948,186

短期借入金 1,256,897 1,190,495

未払法人税等 74,191 61,437

賞与引当金 256,268 372,089

損害賠償損失引当金 － 36,500

その他 874,801 911,575

流動負債合計 3,523,442 3,520,285

固定負債

長期借入金 380,783 330,820

再評価に係る繰延税金負債 1,761,864 1,761,864

退職給付引当金 1,337,452 1,356,587

役員退職慰労引当金 49,484 24,025

環境対策引当金 13,801 13,801

資産除去債務 21,676 21,706

その他 319,957 347,284

固定負債合計 3,885,020 3,856,089

負債合計 7,408,462 7,376,375

純資産の部

株主資本

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,124,989 2,124,989

利益剰余金 3,900,429 3,682,773

自己株式 △402,864 △402,864

株主資本合計 7,822,555 7,604,899

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 110,144 133,138

土地再評価差額金 3,107,332 3,107,332

為替換算調整勘定 14,792 132,532

その他の包括利益累計額合計 3,232,269 3,373,002

少数株主持分 274,642 296,784

純資産合計 11,329,467 11,274,686

負債純資産合計 18,737,930 18,651,061
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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 2,817,658 2,161,530

売上原価 1,822,447 1,367,745

売上総利益 995,210 793,785

販売費及び一般管理費 915,509 916,697

営業利益又は営業損失（△） 79,701 △122,912

営業外収益

受取利息 436 1,309

受取配当金 1,680 6,067

持分法による投資利益 1,813 －

受取賃貸料 4,035 3,736

為替差益 － 28,518

その他 10,196 13,582

営業外収益合計 18,162 53,213

営業外費用

支払利息 5,892 5,537

為替差損 8,255 －

持分法による投資損失 － 3,476

その他 712 611

営業外費用合計 14,859 9,625

経常利益又は経常損失（△） 83,004 △79,323

特別損失

有形固定資産除却損 － 32

損害賠償損失引当金繰入額 － 36,500

特別損失合計 － 36,532

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（△）

83,004 △115,855

法人税、住民税及び事業税 73,406 62,884

過年度法人税等 △1,458 △10,587

法人税等調整額 △32,185 △60,079

法人税等合計 39,763 △7,781

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（△）

43,240 △108,074

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,044 △2,440

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,196 △105,633
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

43,240 △108,074

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △46,812 22,993

繰延ヘッジ損益 873 －

為替換算調整勘定 83,647 133,490

持分法適用会社に対する持分相当額 △318 146

その他の包括利益合計 37,390 156,630

四半期包括利益 80,631 48,556

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 58,298 35,099

少数株主に係る四半期包括利益 22,333 13,457
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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）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）
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