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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6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 ％

29年3月期第1四半期 17,230 △5.2 1,372 26.4 1,344 15.5 949 28.8
28年3月期第1四半期 18,178 △7.6 1,086 7.5 1,163 5.1 737 △0.6

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 438百万円 （△61.8％） 28年3月期第1四半期 1,148百万円 （170.8％）

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

29年3月期第1四半期 19.74 ―
28年3月期第1四半期 15.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第1四半期 83,885 44,643 52.6
28年3月期 84,907 44,541 51.8
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 44,105百万円 28年3月期 44,004百万円

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

※当社は、平成28年10月１日を効力発生日として普通株式５株を１株とする株式併合を予定しており、平成29年３月期（予想）の１株当たり期末配当金につきま
しては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「―」として記載しております。
株式併合を考慮しない場合の平成29年３月期（予想）の１株当たり期末配当金は７円となります。

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

28年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） 7.00 ― 35.00 ―

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
※当社は、平成平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であり、株式併合の影響を考慮しない場合
の平成29年３月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、58円20銭となります。

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

第2四半期(累計) 37,500 1.8 2,100 6.3 2,200 2.2 1,600 17.0 33.26
通期 76,000 5.5 4,000 △11.1 4,000 △15.5 2,800 △2.8 291.01
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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.2「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。

（株式併合後の配当及び業績予想について）
当社は、平成28年６月29日開催の第107回定時株主総会において、株式併合について承認可決を受け、平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式５

株につき１株の割合で株式併合を実施する予定であります。これに伴い、平成29年３月期の期末配当予想及び通期の連結業績予想における１株当たり当期純
利益について、株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。

※ 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） 29年3月期1Q 48,252,061 株 28年3月期 48,252,061 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 143,699 株 28年3月期 143,641 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 48,108,362 株 28年3月期1Q 48,110,135 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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で推移しましたが、円高の進行や海外経済

の減速による企業収益の悪化と英国のＥＵ離脱問題などで、先行きは不透明な状況にあります。当社グループの経

営環境は、主要顧客であるエアコンメーカの中国生産低迷が続くなど、回転機分野において厳しい状況が続いてお

ります。

こうした状況のなか、連結売上高は172億3千万円（前年同期比5.2％減）、経常利益は13億4千4百万円（前年同

期比15.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は9億4千9百万円（前年同期比28.8％増）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、78億9千6百万円（前年同期比1.2％増）となりました。小型変圧器の減少を制御機

器、中大型変圧器が補いました。

回転機事業の売上高は、93億3千3百万円（前年同期比10.1％減）となりました。介護用機器は前年同期比で微増

となりましたが、ハーメティックモータが低調に推移しました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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10億2千1百万円減少し838億8千5百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ3億3千3百万円減少し592億9千9百万円となりました。これは主に、現金及

び預金の増加1億7千8百万円、受取手形及び売掛金の減少8億7千万円、棚卸資産の増加3億8千9百万円によるもので

あります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ6億8千7百万円減少し245億8千5百万円となりました。これは主に、有形固

定資産の減少5億1千6百万円、投資その他の資産の減少1億6千6百万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11億2千3百万円減少し392億4千2百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ10億9千万円減少し249億6千3百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金の減少5億3千7百万円、未払法人税等の減少5億2千1百万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3千2百万円減少し142億7千8百万円となりました。これは主に、長期借入

金の減少1千4百万円、退職給付に係る負債の増加2千万円、リース債務の減少3千1百万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1億1百万円増加し446億4千3百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加6億1千2百万円、その他有価証券評価差額金の減少1億1千2百万円、為替換算調整勘定の減少4億1千9百万

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0.8ポイント増加し52.6％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年3月期の業績予想につきましては、平成28年4月28日の決算発表時点から変更ありません。なお、実際の

業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

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)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これによる損益に与える影響は、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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,130 16,308

受取手形及び売掛金 21,727 20,856

有価証券 9,400 9,400

商品及び製品 4,065 4,001

仕掛品 2,950 3,555

原材料及び貯蔵品 4,109 3,958

繰延税金資産 336 289

その他 916 931

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 59,633 59,299

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,803 6,609

機械装置及び運搬具（純額） 3,989 3,814

工具、器具及び備品（純額） 1,017 948

土地 4,260 4,260

リース資産（純額） 642 606

建設仮勘定 438 396

有形固定資産合計 17,152 16,635

無形固定資産 204 198

投資その他の資産

投資有価証券 4,858 4,692

繰延税金資産 1,997 2,035

その他 1,172 1,139

貸倒引当金 △111 △116

投資その他の資産合計 7,917 7,751

固定資産合計 25,273 24,585

資産合計 84,907 83,885
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,693 14,156

短期借入金 5,324 5,035

1年内返済予定の長期借入金 1,730 1,723

未払費用 1,848 1,598

未払法人税等 845 323

その他 1,611 2,126

流動負債合計 26,053 24,963

固定負債

長期借入金 4,923 4,908

繰延税金負債 43 38

退職給付に係る負債 8,552 8,573

その他 791 758

固定負債合計 14,311 14,278

負債合計 40,365 39,242

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 35,598 36,211

自己株式 △31 △31

株主資本合計 41,818 42,431

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,019 906

為替換算調整勘定 1,968 1,548

退職給付に係る調整累計額 △801 △781

その他の包括利益累計額合計 2,185 1,673

非支配株主持分 537 538

純資産合計 44,541 44,643

負債純資産合計 84,907 83,885
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

売上高 18,178 17,230

売上原価 15,072 14,134

売上総利益 3,106 3,095

販売費及び一般管理費 2,020 1,722

営業利益 1,086 1,372

営業外収益

受取利息 7 9

受取配当金 36 39

持分法による投資利益 19 21

為替差益 22 ―

屑消耗品売却額 31 19

その他 49 53

営業外収益合計 167 142

営業外費用

支払利息 49 39

為替差損 ― 88

その他 40 43

営業外費用合計 89 171

経常利益 1,163 1,344

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産除却損 7 3

投資有価証券評価損 ― 23

子会社整理損 19 ―

その他 ― 5

特別損失合計 26 31

税金等調整前四半期純利益 1,137 1,312

法人税、住民税及び事業税 220 304

法人税等調整額 167 36

法人税等合計 387 340

四半期純利益 749 971

非支配株主に帰属する四半期純利益 12 22

親会社株主に帰属する四半期純利益 737 949
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

四半期純利益 749 971

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 379 △109

為替換算調整勘定 1 △440

退職給付に係る調整額 14 20

持分法適用会社に対する持分相当額 4 △4

その他の包括利益合計 399 △533

四半期包括利益 1,148 438

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,131 437

非支配株主に係る四半期包括利益 17 0
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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。
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