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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 2,040 △17.5 △146 ― △26 ― △63 ―

25年3月期第2四半期 2,472 △13.4 57 △73.1 66 △68.6 △1,213 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △40百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △1,235百万円 （―％）

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 △15.18 ―

25年3月期第2四半期 △288.68 ―

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2四半期 5,709 3,950 69.2 939.60
25年3月期 5,527 3,990 72.2 949.17

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,950百万円 25年3月期  3,990百万円

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 ― 0.00 0.00

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  
平成26年３月期は決算期変更に伴い、通期業績予想は９ヶ月（平成25年４月１日～平成25年12月31日）の予想数値を記載しております。そのため、対前年増減
率を記載しておりません。 

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 3,604 ― △120 ― △2 ― △41 ― △9.91



(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  ：  有  
(注)詳細は、【添付資料】Ｐ.２「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載し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、実際の実
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。 

※  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 4,342,554 株 25年3月期 4,342,554 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 138,178 株 25年3月期 138,178 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,204,376 株 25年3月期2Q 4,204,376 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、現政権の新たな経済政策や日銀の金融政策を背景として緩

やかな持ち直し傾向にあるものの、欧州の景気低迷や新興諸国の経済成長の低下等が懸念され、先行きは引き続

き不透明な状況となっております。このような経済状況のもとで、当社グループは、顧客ニーズに的確に対応し

た新製品の開発と短納期化に努め、「軸流ファン」の中国への生産移管及び中国市場の開拓を推進し、熊谷工場

との効率的生産システム構築による業績向上に総力をあげて取り組んでおります。   

 当第２四半期連結累計期間は、自動巻線機事業の大型案件のずれ込みの影響もあり、売上高は20億４千万円(前

年同四半期比17.5%減)、営業損失は１億４千６百万円(前年同四半期は営業利益５千７百万円)となりました。経

常損失につきましては、更生会社ワシ興産株式会社の貸付に対し貸倒引当金を計上しましたが、更生会社ワシ興

産株式会社に対する更生計画が平成25年９月30日に裁判所より認可されたことにより、弁済金額の確定額相当分

の７千５百万円を貸倒引当金戻入額として営業外収益に計上したことなどにより、経常損失２千６百万円(前年同

四半期は経常利益６千６百万円)となりました。また、四半期純損失につきましては、親会社の異動に伴い不動産

鑑定を行った結果、埼玉県ときがわ町の土地を減損することとし、特別損失に減損損失２千３百万円を計上した

ことなどにより、四半期純損失６千３百万円(前年同四半期は四半期純損失12億１千３百万円)となりました。  

   

  

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、57億９百万円（前期末比１億８千２百万円増加）、純資産は39億５千万円

（前期末比４千万円減少）、自己資本比率は69.2％（前期末72.2％）となりました。 

 総資産の増加は、主に仕掛品が増加したことによるものです。純資産の減少は、四半期純損失の計上があったこ

とによります。    

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の業績予想につきましては、当期より決算期を３月末より12月末へ変更するため、当期は平成25年12月まで

の９か月決算に係る新たな業績予想を記載しております。 

 詳細につきましては、平成25年11月７日公表の「営業外収益の発生並びに特別損失の発生、平成26年３月期第２

四半期累計期間の業績予想の修正及び決算期変更に伴う通期業績予想の公表に関するお知らせ」をご参照下さい。

   

   

（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 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。 

   

   

（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。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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 1,221,690 804,915 

受取手形及び売掛金 1,205,878 1,278,279 

有価証券 19,174 － 

営業投資有価証券 603,836 525,526 

商品及び製品 163,415 447,491 

仕掛品 133,609 340,018 

原材料及び貯蔵品 310,768 332,283 

その他 46,156 82,620 

貸倒引当金 △1,852 △1,035 

流動資産合計 3,702,676 3,810,101 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 237,156 226,952 

機械装置及び運搬具（純額） 60,435 56,246 

工具、器具及び備品（純額） 42,329 63,690 

土地 655,457 629,358 

リース資産（純額） 15,110 10,391 

建設仮勘定 － 6,489 

有形固定資産合計 1,010,489 993,130 

無形固定資産   

のれん 257,170 236,596 

借地権 32,841 32,841 

その他 56,191 52,201 

無形固定資産合計 346,203 321,639 

投資その他の資産   

投資有価証券 393,333 440,804 

破産更生債権等 1,200,126 177,136 

その他 24,758 26,725 

貸倒引当金 △1,150,177 △60,064 

投資その他の資産合計 468,039 584,601 

固定資産合計 1,824,733 1,899,372 

資産合計 5,527,410 5,709,474 
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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 457,865 869,544 

短期借入金 430,000 230,000 

1年内返済予定の長期借入金 25,992 23,866 

未払法人税等 20,779 18,909 

賞与引当金 41,547 36,518 

その他 145,196 168,592 

流動負債合計 1,121,381 1,347,430 

固定負債   

長期借入金 10,870 － 

リース債務 5,601 3,732 

繰延税金負債 102,791 117,688 

退職給付引当金 258,705 258,766 

役員退職慰労引当金 19,612 － 

資産除去債務 14,700 14,700 

その他 2,952 16,611 

固定負債合計 415,233 411,497 

負債合計 1,536,614 1,758,928 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,448 1,538,448 

資本剰余金 1,676,743 1,676,743 

利益剰余金 970,297 906,486 

自己株式 △227,043 △227,043 

株主資本合計 3,958,445 3,894,634 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 72,077 87,872 

為替換算調整勘定 △39,857 △32,091 

その他の包括利益累計額合計 32,220 55,780 

新株予約権 130 130 

純資産合計 3,990,795 3,950,545 

負債純資産合計 5,527,410 5,709,474 
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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 2,472,146 2,040,435 

売上原価 2,025,835 1,760,351 

売上総利益 446,311 280,083 

販売費及び一般管理費 388,454 426,124 

営業利益又は営業損失（△） 57,856 △146,040 

営業外収益   

受取利息 8,224 658 

受取配当金 4,945 2,388 

為替差益 － 18,531 

有価証券評価益 － 2,432 

持分法による投資利益 4,956 1,706 

受取賃貸料 4,800 4,769 

貸倒引当金戻入額 3,258 76,174 

その他 10,432 16,525 

営業外収益合計 36,618 123,187 

営業外費用   

支払利息 1,848 1,951 

売上割引 1,694 1,663 

有価証券評価損 1,837 － 

為替差損 20,340 － 

その他 2,193 341 

営業外費用合計 27,914 3,956 

経常利益又は経常損失（△） 66,559 △26,809 

特別利益   

保険解約返戻金 28,810 － 

特別利益合計 28,810 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 3,470 

減損損失 － 23,683 

投資有価証券評価損 3,965 － 

貸倒引当金繰入額 1,200,000 － 

特別損失合計 1,203,965 27,154 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,108,595 △53,964 

法人税等 105,110 9,846 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,213,706 △63,810 

四半期純損失（△） △1,213,706 △63,810 
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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損失（△） △1,213,706 △63,810 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,943 15,795 

為替換算調整勘定 △1,702 7,765 

その他の包括利益合計 △21,646 23,560 

四半期包括利益 △1,235,352 △40,250 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,235,352 △40,250 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,108,595 △53,964 

減価償却費 56,568 48,736 

減損損失 － 23,683 

のれん償却額 20,573 20,573 

有形固定資産除売却損益（△は益） － 3,470 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,195,835 △1,090,930 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,711 △5,067 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,497 60 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,171 △19,612 

受取利息及び受取配当金 △13,170 △3,046 

支払利息 1,848 1,951 

有価証券評価損益（△は益） 1,837 △2,432 

持分法による投資損益（△は益） △4,956 △1,706 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,965 － 

保険解約返戻金 △28,810 － 

売上債権の増減額（△は増加） 318,370 △76,887 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 682,223 78,309 

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,100 △510,917 

仕入債務の増減額（△は減少） △28,883 404,158 

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,123 △8,515 

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 1,022,989 

為替差損益（△は益） 52 △43 

その他 36,886 △4,767 

小計 1,149,106 △173,956 

利息及び配当金の受取額 13,168 3,045 

利息の支払額 △1,144 △2,289 

法人税等の還付額 14,470 9,392 

法人税等の支払額 △8,104 △6,956 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,167,497 △170,763 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △41,846 △42,204 

有形固定資産の売却による収入 － 8,495 

無形固定資産の取得による支出 △1,210 △12,843 

投資有価証券の取得による支出 △2,390 △2,318 

貸付けによる支出 △800,000 － 

定期預金の預入による支出 － △31,780 

保険積立金の解約による収入 70,160 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △775,287 △80,651 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △72,986 △200,000 

長期借入金の返済による支出 △43,555 △12,996 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,739 △4,243 

配当金の支払額 △41,890 △65 

新株予約権の発行による収入 180 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,990 △217,305 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,552 20,166 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 214,666 △448,554 

現金及び現金同等物の期首残高 1,110,832 1,211,577 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,325,498 763,023 

ローヤル電機（株）（6593）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。 

   

   

Ⅰ 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） 

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△116,593千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であ

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） 

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△108,887千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であ

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損失と調整を行っております。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失 

 親会社の異動に伴い不動産鑑定を行った結果、報告セグメントに含まれない全社資産の減損損失を認識する

に至りました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては23,683千円でありま

す。   

（４）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）

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

送風機事業 住設事業 自動巻線機事業
企業再生支援事

業 

売上高           

外部顧客への売上高  1,153,967  450,398  798,637  69,142     2,472,146  －  2,472,146

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －   －  － －  －  －

計  1,153,967  450,398  798,637  69,142 2,472,146   －  2,472,146

セグメント利益又はセ

グメント損失(△) 
 143,201  △3,394  △13,500  48,144 174,450  △116,593  57,856

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

送風機事業 住設事業 自動巻線機事業
企業再生支援事

業 

売上高           

外部顧客への売上高  1,195,669  556,577  256,062  32,126     2,040,435  －  2,040,435

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －   －  － －  －  －

計  1,195,669  556,577  256,062  32,126 2,040,435   －  2,040,435

セグメント利益又はセ

グメント損失(△) 
 66,779  17,642  △118,309  △3,265 △37,153  △108,887  △146,040
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