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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 5,068 △11.8 △21 ― 29 △68.0 △60 ―
25年3月期第2四半期 5,745 △6.8 62 △81.1 93 △71.9 16 △91.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 264百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 4百万円 （△97.9％）

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 △2.71 ―
25年3月期第2四半期 0.75 ―

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 18,882 11,489 59.2
25年3月期 18,737 11,329 59.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  11,175百万円 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 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 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、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 12,300 2.5 260 △22.8 300 △36.1 100 △55.8 4.46



(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2Q 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2Q 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2Q 22,404,443 株 25年3月期2Q 22,404,570 株
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当第２四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本銀行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

たものの、海外景気の下ぶれ懸念等もあり、依然として先行き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。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は6,122百万円で前年同四半期に比べ8.0％増加

したものの、売上高は5,068百万円で前年同四半期に比べ11.8％の減収、利益面では営業損失は21百万

円(前年同四半期は営業利益62百万円)、経常利益は29百万円(前年同四半期比68.0％減)、四半期純損

失は60百万円(前年同四半期は四半期純利益16百万円)となりました。 

事業部門別の状況については、次のとおりであります。 

(センサ部門) 

国内での設備投資減少等の影響等により当部門の受注高は前年同四半期比6.2％減の3,193百万

円、売上高は前年同四半期比6.5％減の3,116百万円となりました。 

(システム部門) 

受注高は海外大口案件の受注により、前年同四半期比65.1％増の1,751百万円となりましたが、

工期の長い案件であり、売上高は前年同四半期比32.0％減の809百万円となりました。 

(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1,166百万

円、売上高は前年同四半期比6.3％減の1,132百万円となりました。 

(その他の部門) 

受注高、売上高共に前年同四半期比11.6％減の10百万円となりました。 
  

当第２四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144百万円増加し、

18,882百万円となりました。流動資産は、159百万円減少し、9,424百万円となりました。これは主

に、現金及び預金が178百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が390百万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303百万円増加し、9,457百万円となりまし

た。これは主に、投資有価証券が159百万円、機械装置及び運搬具が94百万円増加したことによるもの

であります。 

当第２四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15百万円減少し、7,392

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82百万円減少し、3,441百万円となりまし

た。これは主に、損害賠償損失引当金が36百万円増加しましたが、賞与引当金が44百万円、未払法人

税等が26百万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66百万

円増加し、3,951百万円となりました。これは主に、長期借入金が18百万円、役員退職慰労引当金が25

百万円減少しましたが、繰延税金負債が77百万円、退職給付引当金が49百万円増加したことによるも

のであります。 

当第２四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160百万円増加し、

11,489百万円となりました。これは主に、利益剰余金が172百万円減少しましたが、為替換算調整勘定

が191百万円、その他有価証券評価差額金が102百万円増加したことによるものであります。 
  

当第２四半期連結累計期間における業績の動向を勘案し、第２四半期連結累計期間および通期の連

結業績予想(平成25年８月９日公表)を変更しております。 

詳細につきましては、平成25年11月12日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

なお、業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際

の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

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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３．四半期連結財務諸表
（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 2,506,791 2,684,807

受取手形及び売掛金 5,000,223 4,610,083

商品及び製品 429,329 463,771

仕掛品 207,638 230,069

原材料及び貯蔵品 1,109,520 1,123,043

その他 334,955 316,985

貸倒引当金 △4,160 △4,083

流動資産合計 9,584,297 9,424,678

固定資産

有形固定資産

土地 5,576,858 5,577,893

その他（純額） 1,788,534 1,926,140

有形固定資産合計 7,365,393 7,504,033

無形固定資産 155,568 161,957

投資その他の資産

その他 1,642,781 1,801,821

貸倒引当金 △10,110 △10,183

投資その他の資産合計 1,632,671 1,791,638

固定資産合計 9,153,632 9,457,629

資産合計 18,737,930 18,882,307
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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 1,061,284 1,055,671

短期借入金 1,256,897 1,258,435

未払法人税等 74,191 47,206

賞与引当金 256,268 212,000

損害賠償損失引当金 － 36,500

その他 874,801 831,400

流動負債合計 3,523,442 3,441,214

固定負債

長期借入金 380,783 362,035

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 1,386,631

役員退職慰労引当金 49,484 24,381

環境対策引当金 13,801 13,801

資産除去債務 21,676 21,733

その他 319,957 381,008

固定負債合計 3,885,020 3,951,457

負債合計 7,408,462 7,392,672

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 3,727,648

自己株式 △402,864 △402,864

株主資本合計 7,822,555 7,649,773

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 110,144 212,516

土地再評価差額金 3,107,332 3,107,332

為替換算調整勘定 14,792 205,955

その他の包括利益累計額合計 3,232,269 3,525,804

少数株主持分 274,642 314,057

純資産合計 11,329,467 11,489,635

負債純資産合計 18,737,930 18,882,307
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

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 5,745,998 5,068,986

売上原価 3,827,928 3,255,274

売上総利益 1,918,069 1,813,712

販売費及び一般管理費 1,855,433 1,835,250

営業利益又は営業損失（△） 62,636 △21,537

営業外収益

受取利息 2,167 3,505

受取配当金 6,362 6,355

持分法による投資利益 7,715 876

受取賃貸料 8,071 7,409

為替差益 － 18,255

保険返戻金 26,950 15,617

貸倒引当金戻入額 － 411

その他 18,587 12,024

営業外収益合計 69,855 64,455

営業外費用

支払利息 11,440 11,112

為替差損 25,179 －

その他 2,428 1,860

営業外費用合計 39,048 12,973

経常利益 93,443 29,944

特別利益

有形固定資産売却益 164 9

特別利益合計 164 9

特別損失

有形固定資産除却損 352 57

損害賠償損失引当金繰入額 － 36,500

特別損失合計 352 36,557

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（△）

93,255 △6,603

法人税、住民税及び事業税 41,228 54,320

過年度法人税等 △1,458 △10,322

法人税等調整額 14,454 2,388

法人税等合計 54,224 46,386

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（△）

39,030 △52,989

少数株主利益 22,300 7,770

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,729 △60,759
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

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利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

39,030 △52,989

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58,033 102,371

繰延ヘッジ損益 873 －

為替換算調整勘定 23,115 214,975

持分法適用会社に対する持分相当額 △259 374

その他の包括利益合計 △34,303 317,721

四半期包括利益 4,727 264,731

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △21,283 232,774

少数株主に係る四半期包括利益 26,010 31,957

㈱オーバル(7727)平成26年3月期　第2四半期決算短信

-7-



  

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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