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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 36,841 △5.9 1,976 2.6 2,153 △0.9 1,368 △3.5
27年3月期第2四半期 39,157 19.9 1,927 29.7 2,173 1.2 1,418 △0.9

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 1,610百万円 （47.3％） 27年3月期第2四半期 1,092百万円 （△57.8％）

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

28年3月期第2四半期 28.44 ―
27年3月期第2四半期 29.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 86,947 44,775 50.9
27年3月期 87,877 43,493 48.9
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 44,215百万円 27年3月期 42,958百万円

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

27年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
28年3月期 ― 6.00
28年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 ： 有

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 75,000 △8.6 3,700 △4.9 3,900 △16.6 2,600 △4.7 54.04
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(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

（注）詳細は、添付資料Ｐ．3「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想は、現時点で入手可能な情報及び仮定を前提としているため、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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 ： 有
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） 28年3月期2Q 48,252,061 株 27年3月期 48,252,061 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 143,118 株 27年3月期 141,772 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 48,109,813 株 27年3月期2Q 48,113,787 株



 

 

(参考) 個別業績の概要 
 
1．平成28年3月期第2四半期の個別業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日) 

(1) 個別経営成績（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 

 

28年3月期第2四半期 

27年3月期第2四半期 

百万円 

17,743 

18,267 

％

△2.9

16.3

百万円

1,687

1,315

％

28.2

1.7

百万円

1,867

1,680

％ 
11.1 

7.7 

百万円 
1,237 

1,226 

％

0.9

19.2

 

 １株当たり四半期純利益

 

28年3月期第2四半期 

27年3月期第2四半期 

円  銭

25 .71

25 .47
 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 

28年3月期第2四半期 

27年3月期 

百万円

51,013

50,368

百万円

32,093

31,098

％ 

62.9 

61.7 

(参考) 自己資本  28年3月期第2四半期 32,093百万円  27年3月期 31,098百万円 

 

 

2．平成28年3月期の個別業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日) 

（％表示は、対前期増減率） 

 売上高 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益

 

通期 

百万円 

38,000 

％

1.1

百万円

3,400

％

△1.3

百万円

2,200

％ 

1.4 

円 銭

45.71

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は、現時点で入手可能な情報及び仮定を前提としているため、実際の業績は、今後様々な要因に

よって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益や雇用環境の改善などにより、緩やかな回復基

調が続いていますが、中国経済の減速懸念が強まるなど、先行きは不透明な状況となっています。

当社グループの経営環境につきましては、電力機器分野は概ね堅調でしたが、回転機分野は中国の需要減や円安に

よる輸入部材コストの高止まりなどの影響を受け、厳しい状況が続いています。

こうした状況のなか、連結売上高は368億4千1百万円（前年同期比5.9％減）、経常利益は21億5千3百万円（前年同

期比0.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億6千8百万円（前年同期比3.5％減）となりました。なお、

セグメント別の売上高につきましては、以下のとおりです。

電力機器事業の売上高は、152億8千2百万円（前年同期比0.8％増）となりました。小形変圧器が前年同期を下回り

ましたが、制御機器が堅調でした。

回転機事業の売上高は、215億5千8百万円（前年同期比10.2％減）となりました。ハーメティックモータが低調で

あったことに加え、介護用機器、プリント配線板が前年同期を下回りました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間における資産合計は、前連結会計年度末と比べ9億3千万円減少し869億4千7百万円と

なりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ14億4千5百万円減少し616億4千5百万円となりました。これは主に、現金

及び預金の増加18億3千8百万円、受取手形及び売掛金の減少39億6千4百万円、有価証券の増加10億円によるもので

あります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ5億1千5百万円増加し253億2百万円となりました。これは主に、有形固定

資産の増加3億4千7百万円、投資その他の資産の増加1億8千1百万円によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比べ22億1千1百万円減少し421億7千2百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ15億4千7百万円減少し288億5千2百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金の減少5億3千2百万円、短期借入金の減少3億9千1百万円、未払法人税等の減少4億5千7百万円による

ものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ6億6千4百万円減少し133億2千万円となりました。これは主に、長期借入

金の減少4億9千5百万円、リース債務の減少5千7百万円によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ12億8千1百万円増加し447億7千5百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加10億4千万円、為替換算調整勘定の増加1億5千3百万円によるものであります。

自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ2.0ポイント増加し50.9％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ

18億3千3百万円増加し、172億4千1百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、53億5千9百万円（前年同期24億3百万円の収入）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益21億1千7百万円、減価償却費11億5千3百万円、売上債権の減少額37億9千2百万円などの

資金の増加と仕入債務の減少額5億8千6百万円、法人税等の支払額11億4千万円などの資金の減少によるものであり

ます。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、23億9千1百万円（前年同期30億4千1百万円の支出）となりました。これは主

に、有価証券の増加額9億9千9百万円、有形固定資産の取得による支出11億7千8百万円などの資金の減少によるもの

であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、11億3千9百万円（前年同期7億5千1百万円の支出）となりました。これは主

に、長期借入れによる収入22億円などの資金の増加と短期借入金の減少額3億9千1百万円、長期借入金の返済による

支出25億6千1百万円、配当金の支払額2億8千9百万円などの資金の減少によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
通期の連結業績予想につきましては、第２四半期の業績と今後の見通しを踏まえ、平成27年４月30日公表の連結

業績予想を以下のとおり修正しております。

(通期業績予想)

売上高 75,000百万円（前回予想 79,000百万円）

営業利益 3,700百万円（前回予想 3,700百万円）

経常利益 3,900百万円（前回予想 3,900百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益 2,600百万円（前回予想 2,600百万円）
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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

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的

な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸

表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載す

る方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,085 17,924

受取手形及び売掛金 25,789 21,825

有価証券 7,902 8,902

商品及び製品 4,479 4,186

仕掛品 2,751 3,203

原材料及び貯蔵品 4,800 4,672

繰延税金資産 236 201

その他 1,048 731

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 63,090 61,645

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,527 6,699

機械装置及び運搬具（純額） 3,826 4,102

工具、器具及び備品（純額） 888 997

土地 4,260 4,260

リース資産（純額） 538 451

建設仮勘定 562 440

有形固定資産合計 16,603 16,951

無形固定資産 204 189

投資その他の資産

投資有価証券 5,005 5,085

繰延税金資産 2,042 2,000

その他 1,043 1,186

貸倒引当金 △111 △111

投資その他の資産合計 7,979 8,161

固定資産合計 24,787 25,302

資産合計 87,877 86,947
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,379 15,846

短期借入金 5,641 5,250

1年内返済予定の長期借入金 3,246 3,381

未払費用 2,214 2,030

未払法人税等 1,160 703

その他 1,756 1,640

流動負債合計 30,399 28,852

固定負債

長期借入金 5,417 4,921

繰延税金負債 104 99

退職給付に係る負債 7,749 7,759

その他 713 540

固定負債合計 13,984 13,320

負債合計 44,384 42,172

純資産の部

株主資本

資本金 4,053 4,053

資本剰余金 2,199 2,199

利益剰余金 33,334 34,375

自己株式 △31 △31

株主資本合計 39,556 40,595

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,265 1,306

為替換算調整勘定 2,403 2,556

退職給付に係る調整累計額 △266 △243

その他の包括利益累計額合計 3,402 3,619

非支配株主持分 535 560

純資産合計 43,493 44,775

負債純資産合計 87,877 86,947
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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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

売上高 39,157 36,841

売上原価 33,538 31,216

売上総利益 5,619 5,625

販売費及び一般管理費 3,692 3,648

営業利益 1,927 1,976

営業外収益

受取利息 12 23

受取配当金 39 42

持分法による投資利益 6 71

負ののれん償却額 5 ―

為替差益 ― 40

屑消耗品売却額 198 57

その他 117 104

営業外収益合計 381 339

営業外費用

支払利息 87 97

為替差損 0 ―

その他 46 65

営業外費用合計 134 163

経常利益 2,173 2,153

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 25 ―

受取補償金 78 ―

特別利益合計 104 0

特別損失

固定資産除却損 1 14

投資有価証券売却損 34 ―

子会社整理損 ― 19

その他 ― 2

特別損失合計 35 36

税金等調整前四半期純利益 2,242 2,117

法人税、住民税及び事業税 721 672

法人税等調整額 71 56

法人税等合計 792 729

四半期純利益 1,450 1,387

非支配株主に帰属する四半期純利益 31 19

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,418 1,368
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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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

四半期純利益 1,450 1,387

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 121 31

為替換算調整勘定 △498 161

退職給付に係る調整額 21 22

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 6

その他の包括利益合計 △357 222

四半期包括利益 1,092 1,610

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,078 1,585

非支配株主に係る四半期包括利益 14 24
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27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利益 2,242 2,117

減価償却費 1,133 1,153

負ののれん償却額 △5 ―

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △171 43

受取利息及び受取配当金 △52 △65

支払利息 87 97

持分法による投資損益（△は益） △6 △71

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 1 14

投資有価証券売却損益（△は益） 8 ―

売上債権の増減額（△は増加） △203 3,792

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,122 29

仕入債務の増減額（△は減少） 846 △586

未払消費税等の増減額（△は減少） 77 △150

その他 200 156

小計 3,027 6,530

利息及び配当金の受取額 51 65

持分法適用会社からの配当金の受取額 5 5

利息の支払額 △90 △101

法人税等の支払額 △591 △1,140

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,403 5,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △115 △5

有価証券の増減額（△は増加） △1,500 △999

有形固定資産の取得による支出 △1,473 △1,178

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △7 △4

投資有価証券の取得による支出 △10 △8

投資有価証券の売却による収入 160 0

短期貸付けによる支出 △500 △500

短期貸付金の回収による収入 500 500

その他 △95 △195

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,041 △2,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △1,003 △391

長期借入れによる収入 2,900 2,200

長期借入金の返済による支出 △2,290 △2,561

配当金の支払額 △240 △289

その他 △116 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー △751 △1,139

現金及び現金同等物に係る換算差額 △165 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,554 1,833

現金及び現金同等物の期首残高 13,658 15,408

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,104 17,241
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（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）

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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位:百万円）

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異

調整に関する事項）

（単位:百万円）

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９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）

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異

調整に関する事項）

（単位:百万円）

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高

外部顧客への売上高 15,158 23,999 39,157

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 15,158 23,999 39,157

セグメント利益 2,431 147 2,579

利益 金額

報告セグメント計 2,579

全社費用(注) △652

四半期連結損益計算書の営業利益 1,927

報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高

外部顧客への売上高 15,282 21,558 36,841

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 15,282 21,558 36,841

セグメント利益又は損失（△） 2,699 △46 2,653

利益 金額

報告セグメント計 2,653

全社費用(注) △676

四半期連結損益計算書の営業利益 1,976
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４．補足情報

個別売上高明細

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
増 減(自 平成26年４月 1日

至 平成26年９月30日)
(自 平成27年４月 1日
至 平成27年９月30日)

電

力

機

器

小形変圧器 4,043 3,745 △298

中大形変圧器 3,785 3,683 △102

制御機器 3,175 3,477 302

プラント 694 655 △39

その他 2,040 2,177 137

計 13,740 13,739 △1

回

転

機

小形モータ 1,330 1,201 △129

住設機器 356 458 101

介護用機器 2,274 1,680 △594

その他 565 664 99

計 4,527 4,004 △522

合 計 18,267 17,743 △523
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