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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 38,962 ― △561 ― △421 ― △263 ―
25年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △104百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 ―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

26年3月期第2四半期 △16.22 ―
25年3月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 100,212 50,689 46.2
25年3月期 105,716 51,201 44.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  46,335百万円 25年3月期  46,778百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
26年3月期 ― 25.00
26年3月期（予想） ― 25.00 50.00

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、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 90,000 18.3 1,740 △22.7 1,900 △18.7 1,270 △93.6 78.27



(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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「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」をご覧下さい。 
（その他特記事項） 
当社は、平成24年10月１日に株式会社高岳製作所と東光電気株式会社の共同株式移転の方法による共同持株会社として設立されたため、平成25年３月期第２
四半期（平成24年４月１日から平成24年９月30日）に係る実績値はありません。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 16,276,305 株 25年3月期 16,276,305 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 51,607 株 25年3月期 50,544 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 16,225,046 株 25年3月期2Q ― 株
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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 

当社は、平成 24 年 10 月１日に株式会社高岳製作所と東光電気株式会社の共同株式移転

の方法による共同持株会社として設立されたため、平成 25 年３月期第２四半期（平成 24

年４月１日から平成 24 年９月 30 日）の実績値はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、輸出や企業の設備投資が持ち直し

傾向となっていること、また公共投資の増加など内外需要を反映して、緩やかに回復して

おります。 

一方で、当社グループの最大の顧客である電力業界においては、徹底的な経営効率化・

合理化のもと、中長期に亘る設備投資計画の抜本的見直しが行なわれており、引き続き厳

しい状況となっております。 

このような経営環境のもと当社グループは、電力会社向け以外の受注拡大及び支出の最

小化により利益確保に努めました。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 38,962 百万円、営業損失は

561 百万円、経常損失は 421 百万円、四半期純損失は 263 百万円となりました。 

セグメント別の売上高につきましては、電力機器事業は 22,876 百万円、計器事業は

13,808 百万円、情報・エレクトロニクス装置事業は 1,418 百万円、不動産・工事事業は

859 百万円となりました。 

 
（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 5,503 百万円減少し、

100,212 百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少 7,050 百万円、たな卸

資産の増加 2,881 百万円によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 4,991 百万円減少し、49,523 百万円となりました。こ

れは主に支払手形及び買掛金の減少 3,153 百万円、未払法人税等の減少 1,054 百万円によ

るものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 511 百万円減少し、50,689 百万円となりました。こ

れは主に四半期純損失の計上による減少 263 百万円、剰余金の配当による減少 405 百万円、

その他有価証券評価差額金の増加 161 百万円によるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
連結業績予想につきましては、平成 25 年４月 26 日に公表しました連結業績予想から変

更はありません。 

 

 

 

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 
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 
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。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,718 19,534

受取手形及び売掛金 21,250 14,199

有価証券 1,000 1,000

商品及び製品 3,358 3,123

仕掛品 9,182 11,535

原材料及び貯蔵品 4,012 4,775

繰延税金資産 1,451 1,642

その他 1,310 572

貸倒引当金 △2 △0

流動資産合計 61,280 56,383

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,528 31,600

減価償却累計額 △20,577 △20,913

建物及び構築物（純額） 10,951 10,686

機械装置及び運搬具 19,071 19,330

減価償却累計額 △16,239 △16,634

機械装置及び運搬具（純額） 2,832 2,696

工具、器具及び備品 10,263 10,472

減価償却累計額 △9,399 △9,562

工具、器具及び備品（純額） 863 910

土地 21,939 21,939

リース資産 7 4

減価償却累計額 △6 △3

リース資産（純額） 0 0

建設仮勘定 265 123

有形固定資産合計 36,853 36,355

無形固定資産   

のれん 254 224

その他 2,058 2,009

無形固定資産合計 2,312 2,233

投資その他の資産   

投資有価証券 1,826 2,076

繰延税金資産 2,171 2,137

その他 1,289 1,044

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 5,269 5,239

固定資産合計 44,435 43,829

資産合計 105,716 100,212
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,711 12,558

短期借入金 7,949 8,124

リース債務 0 0

未払法人税等 1,283 229

賞与引当金 953 665

工事損失引当金 161 181

事業構造改革引当金 504 371

厚生年金基金脱退損失引当金 244 244

製品保証引当金 23 －

その他 6,407 5,102

流動負債合計 33,240 27,478

固定負債   

長期借入金 2,091 2,848

リース債務 0 0

繰延税金負債 3,586 3,587

修繕引当金 845 902

退職給付引当金 13,516 13,486

役員退職慰労引当金 34 34

環境対策引当金 263 252

その他 936 932

固定負債合計 21,274 22,044

負債合計 54,514 49,523

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,000 8,000

資本剰余金 7,408 7,408

利益剰余金 31,122 30,454

自己株式 △63 △64

株主資本合計 46,467 45,797

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 291 452

繰延ヘッジ損益 － △6

為替換算調整勘定 19 92

その他の包括利益累計額合計 310 538

少数株主持分 4,423 4,353

純資産合計 51,201 50,689

負債純資産合計 105,716 100,212
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 38,962

売上原価 32,178

売上総利益 6,784

販売費及び一般管理費 7,346

営業損失（△） △561

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 20

為替差益 39

設備賃貸料 128

電力販売収益 41

その他 24

営業外収益合計 261

営業外費用  

支払利息 50

電力販売費用 23

その他 47

営業外費用合計 121

経常損失（△） △421

特別利益  

投資有価証券売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産廃棄損 53

固定資産売却損 0

事務所移転費用 14

特別損失合計 67

税金等調整前四半期純損失（△） △485

法人税、住民税及び事業税 112

法人税等調整額 △240

法人税等合計 △127

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △357

少数株主損失（△） △94

四半期純損失（△） △263
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △357

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 161

繰延ヘッジ損益 △6

為替換算調整勘定 98

その他の包括利益合計 253

四半期包括利益 △104

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △35

少数株主に係る四半期包括利益 △69
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（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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

当社は、平成 25 年 10 月 28 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会

社高岳製作所が、日本リライアンス株式会社の株式を取得し、同社を子会社（当社の孫会

社）とすることを決議いたしました。 

本件に関する詳細につきましては、本日 15 時に開示いたしました「当社連結子会社によ

る株式取得（孫会社化）に関するお知らせ」に記載しておりますのでご参照下さい。 
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