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(百万円未満切捨て)
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）

（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 21,336 △17.4 3,614 △37.9 3,622 △38.3 2,478 △33.1

27年３月期第２四半期 25,830 27.3 5,817 155.5 5,866 162.0 3,704 91.2
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 1,954百万円( △53.7％) 27年３月期第２四半期 4,224百万円( 95.3％)
　

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 61.32 －

27年３月期第２四半期 91.65 －
　　

（２）連結財政状態

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 35,401 16,292 46.0

27年３月期 37,802 14,661 38.8
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 16,292百万円 27年３月期 14,661百万円
　
　

２．配当の状況

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 － 8.00 13.00

28年３月期 － 8.00

28年３月期(予想) － 8.00 16.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

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)

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 50,000 △6.2 7,500 △32.2 7,500 △34.8 5,000 △35.0 123.71
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
　 (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

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
　
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 40,502,649株 27年３月期 40,502,649株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 84,811株 27年３月期 84,811株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 40,417,838株 27年３月期２Ｑ 40,420,842株
　
　

※ 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因
によって予想数値と異なる場合があります。
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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世界経済は、中国及び新興国経済の減速傾向が強まり、米国

では非製造業が堅調に推移したものの製造業は輸出が低迷し軟調に推移しました。欧州ではユーロ

安を背景として緩やかな景気回復基調となりましたが輸出が減少傾向となり不透明感が生じてきま

した。わが国経済は、政府の景気政策等の効果もあり緩やかな景気回復基調で推移しました。

このような経営環境のもと、当社グループでは、太陽光発電用パワーコンディショナ事業の

「多核化」による周辺分野への拡大を推進し、市場環境の変化に対応してまいりました。具体的

には、住宅用途からメガソーラー向けまでの全モデルに出力抑制対応機能を取り込んだ製品に加

え、電力の需給バランスに対応可能な蓄電池を併用した太陽光発電との蓄電ハイブリッドシステ

ムの販売を開始しました。これらの製品を国内市場向けのみならず、今後拡大が見込まれる北

米、アセアンなどグローバル市場向けに拡販を開始しております。また、国内外研究開発体制の

更なる拡充、多層的なマーケティング体制の構築に加え、全社を挙げた自動化推進による原価低

減活動や品質保証体制の充実など不断の工場改善も進めております。さらに、重点事業分野にお

ける技術力の強化及び欧州市場への参入を図るためＭ＆Ａを進めました。

当第２四半期連結累計期間の業績は、再生可能エネルギー固定価格買取制度見直しによる国内

市場後退の影響を受け、太陽光発電用パワーコンディショナが減少し、売上高は21,336百万円

（前年同期比17.4％減）、営業利益は3,614百万円（前年同期比37.9％減）、経常利益は3,622百万

円（前年同期比38.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,478百万円（前年同期比33.1

％減）となりました。
　

当第２四半期連結累計期間のセグメントごとの業績は次のとおりであります。

①変成器事業

変成器事業は、エアコン用リアクタが減少し、売上高は4,339百万円（前年同期比7.8％減）、営

業利益は444百万円（前年同期比24.2％減）となりました。

②電源機器事業

電源機器事業は、アミューズメント用電源の増加があったものの、太陽光発電用パワーコン

ディショナが減少し、売上高は16,996百万円（前年同期比19.5％減）、営業利益は3,559百万円

（前年同期比33.2％減）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における総資産は35,401百万円となり、前連結会計年度末に比べて

2,401百万円減少しました。これは主として、売上債権が6,578百万円減少し、たな卸資産が2,165

百万円、現金及び預金が1,221百万円それぞれ増加したことによるものであります。

負債は19,108百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,033百万円減少しました。これは主と

して、未払法人税等が2,672百万円、有利子負債が646百万円それぞれ減少したことによるもので

あります。

純資産は16,292百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,631百万円増加しました。これは主

として、親会社株主に帰属する四半期純利益2,478百万円の計上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

平成27年５月13日に公表しました平成28年３月期の連結業績予想は、本資料及び本日広報の「業

績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳細につきましては、「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご覧ください。
　
・連結業績予想（通期）

売上高 50,000百万円 (前年同期比 6.2％減）

営業利益 7,500百万円 (前年同期比 32.2％減）

経常利益 7,500百万円 (前年同期比 34.8％減）

親会社株主に帰属
する当期純利益

5,000百万円 (前年同期比 35.0％減）

　
下期の為替レートは１ドル120円を前提としております。
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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。

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。

これによる四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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 6,868 8,089

受取手形及び売掛金 11,185 7,485

電子記録債権 4,223 1,345

商品及び製品 2,440 4,353

仕掛品 520 484

原材料及び貯蔵品 2,268 2,558

その他 1,530 1,427

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 29,034 25,740

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 3,380 3,793

その他（純額） 2,818 3,191

有形固定資産合計 6,198 6,985

無形固定資産 374 642

投資その他の資産

投資有価証券 1,651 1,553

その他 542 478

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,192 2,031

固定資産合計 8,765 9,659

繰延資産 2 1

資産合計 37,802 35,401
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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 5,545 5,086

電子記録債務 2,540 2,751

短期借入金 924 872

1年内償還予定の社債 60 60

1年内返済予定の長期借入金 907 846

リース債務 198 167

未払法人税等 3,471 799

賞与引当金 372 389

役員賞与引当金 79 －

製品保証引当金 791 512

その他 2,880 2,272

流動負債合計 17,770 13,758

固定負債

社債 150 120

長期借入金 1,604 1,208

リース債務 251 174

退職給付に係る負債 844 808

長期前受収益 2,289 2,817

その他 231 220

固定負債合計 5,371 5,349

負債合計 23,141 19,108

純資産の部

株主資本

資本金 3,611 3,611

利益剰余金 10,777 12,932

自己株式 △21 △21

株主資本合計 14,367 16,522

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △11 △71

繰延ヘッジ損益 40 9

為替換算調整勘定 360 △78

退職給付に係る調整累計額 △95 △88

その他の包括利益累計額合計 293 △229

純資産合計 14,661 16,292

負債純資産合計 37,802 35,401
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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 25,830 21,336

売上原価 17,359 14,588

売上総利益 8,471 6,747

販売費及び一般管理費 2,653 3,133

営業利益 5,817 3,614

営業外収益

受取利息 1 3

受取配当金 4 4

為替差益 67 15

持分法による投資利益 51 24

その他 40 12

営業外収益合計 165 60

営業外費用

支払利息 51 35

デリバティブ損失 23 4

その他 41 11

営業外費用合計 116 52

経常利益 5,866 3,622

特別利益

補助金収入 165 －

固定資産売却益 1 6

特別利益合計 166 6

特別損失

減損損失 51 －

固定資産除売却損 4 3

特別損失合計 55 3

税金等調整前四半期純利益 5,977 3,625

法人税、住民税及び事業税 2,219 833

法人税等調整額 △35 314

法人税等合計 2,183 1,147

四半期純利益 3,793 2,478

非支配株主に帰属する四半期純利益 88 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,704 2,478
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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 3,793 2,478

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6 △59

繰延ヘッジ損益 120 △31

為替換算調整勘定 241 △354

退職給付に係る調整額 2 6

持分法適用会社に対する持分相当額 59 △85

その他の包括利益合計 430 △523

四半期包括利益 4,224 1,954

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,115 1,954

非支配株主に係る四半期包括利益 108 －
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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 5,977 3,625

減価償却費 565 724

減損損失 51 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △0

製品保証引当金の増減額（△は減少） 189 △278

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 38 △19

補助金収入 △165 －

受取利息及び受取配当金 △5 △7

支払利息 51 35

持分法による投資損益（△は益） △51 △24

有形固定資産除売却損益（△は益） 3 △3

売上債権の増減額（△は増加） △2,622 6,492

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,386 △2,295

仕入債務の増減額（△は減少） 2,323 △105

長期前受収益の増減額（△は減少） 828 528

その他 22 △897

小計 5,823 7,774

利息及び配当金の受取額 5 7

利息の支払額 △49 △35

補助金の受取額 165 －

法人税等の支払額 △1,409 △3,488

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,535 4,259

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 △1,315 △1,724

有形固定資産の売却による収入 1 18

無形固定資産の取得による支出 △22 △307

投資有価証券の取得による支出 － △24

投資有価証券の売却による収入 － 39

関係会社株式の取得による支出 △316 －

その他 △1 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,654 △2,013

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） △152 △46

長期借入れによる収入 1,309 －

長期借入金の返済による支出 △914 △459

社債の償還による支出 △80 △30

配当金の支払額 △282 △323

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △95 △107

非支配株主への配当金の支払額 △24 －

その他 △5 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △245 △966

現金及び現金同等物に係る換算差額 93 △58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,729 1,221

現金及び現金同等物の期首残高 2,296 6,868

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,025 8,089
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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又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期
連結損益計算書
計上額（注２）変成器事業 電源機器事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,706 21,124 25,830 － 25,830

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,057 － 2,057 △2,057 －

計 6,764 21,124 27,888 △2,057 25,830

セグメント利益 586 5,326 5,912 △95 5,817

(注) １．セグメント利益の調整額△95百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

　 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）

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期
連結損益計算書
計上額（注２）変成器事業 電源機器事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,339 16,996 21,336 － 21,336

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,799 － 1,799 △1,799 －

計 6,138 16,996 23,135 △1,799 21,336

セグメント利益 444 3,559 4,003 △389 3,614

(注) １．セグメント利益の調整額△389百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

　 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。
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