
平成29年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成28年８月５日

上 場 会 社 名 森尾電機株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6647 URL http://www.morio.co.jp/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小泉 泰一

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 木下 寛 (TEL) 03-3691-3181

四半期報告書提出予定日 平成28年８月10日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)

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）

（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 1,312 △30.3 △40 ― △42 ― △35 ―

28年３月期第１四半期 1,882 ― 92 ― 103 ― 25 ―
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △128百万円( ―％) 28年３月期第１四半期 90百万円( ―％)
　

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

29年３月期第１四半期 △2.61 ―

28年３月期第１四半期 1.89 ―
　

(注)平成28年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成28年３月期第１四半
期の対前年同四半期増減率については、記載しておりません。

　

（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 ％

29年３月期第１四半期 7,268 3,330 45.8

28年３月期 8,016 3,499 43.7
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 3,330百万円 28年３月期 3,499百万円
　
　
　

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

28年３月期 ― ― ― 3.00 3.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) ― ― 3.00 3.00
(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)

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) 3,340 △11.0 50 △70.7 50 △71.0 10 △84.4 0.73

通期 7,130 △5.3 260 △6.1 260 △0.9 100 △25.0 7.27
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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 ： 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
　

（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) 29年３月期１Ｑ 14,250,000株 28年３月期 14,250,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 494,047株 28年３月期 493,947株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 13,756,003株 28年３月期１Ｑ 13,756,873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財務諸表のレビュー手続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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料３ページ「(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧く
ださい。
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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、政府の経済対策や日銀の金融政策の効果等を受け、企業収益

は底堅さを維持し、雇用環境は改善傾向が続いておりますが、一方、日銀によるマイナス金利導入や英国のＥＵ離

脱等の影響が懸念され、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もと、当社グループは積極的な受注活動を展開した結果、当第１四半期連結累計期間の売

上高は13億12百万円（前年同四半期比５億69百万円、30.3％減）となり、受注高は23億２百万円（前年同四半期比

９億43百万円、69.5％増）となりました。

セグメント別業況は、次のとおりであります。

［電気機器製造販売事業］

電気機器製造販売事業の売上高は12億77百万円（前年同四半期比５億67百万円、30.8％減）となり、受注高は23

億２百万円（前年同四半期比９億43百万円、69.5％増）となりました。

主力の鉄道関連事業につきましては、主に国内通勤近郊電車等の車両需要向けを中心に受注活動を展開した結果、

売上高は11億４百万円（前年同四半期比４億44百万円、28.7％減）となり、受注高は16億53百万円（前年同四半期

比８億93百万円、117.6％増）となりました。

自動車関連事業につきましては、各高速道路会社等に対し車載標識車を中心とする受注活動を展開した結果、売

上高は91百万円（前年同四半期比１億37百万円、60.0％減）となり、受注高は６億21百万円（前年同四半期比１億

39百万円、28.8％増）となりました。

船舶等関連事業につきましては、防衛省関連等への出荷を中心に受注活動を展開し、売上高は81百万円（前年同

四半期比14百万円、22.6％増）となり、受注高は27百万円（前年同四半期比88百万円、76.4％減）となりました。

［不動産関連事業］

不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが堅調な売上を維持しており、売上高は35百万円（前年同四

半期比１百万円、5.3％減）となりました。

利益につきましては厳しい価格競争の中、製造コスト及び固定費の削減に努めたものの、当第１四半期連結累計

期間の営業損失は40百万円、経常損失は42百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は35百万円となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

① 資産

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億98百万円減少し、39億24百万円

となりました。これは、主としてたな卸資産が１億４百万円増加したものの、現金及び預金が６億３百万円、受取

手形及び売掛金が１億18百万円減少したこと等によります。

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億49百万円減少し、33億44百万円

となりました。これは主として投資有価証券が１億11百万円減少したこと等によります。

この結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、72億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億

47百万円の減少となりました。

② 負債

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億97百万円減少し、27億33百万円

となりました。これは、主として短期借入金が２億61百万円、未払法人税等が95百万円減少したこと等によります。

当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ80百万円減少し、12億４百万円とな

りました。これは、主として長期借入金が36百万円、繰延税金負債が33百万円減少したこと等によります。

この結果、当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、39億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ５

億77百万円の減少となりました。
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③ 純資産

当第１四半期連結会計期間末における株主資本は、前連結会計年度末に比べ77百万円減少し、28億82百万円とな

りました。これは、主として利益剰余金が77百万円減少したことによります。

当第１四半期連結会計期間末におけるその他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末に比べ92百万円減少し、

４億47百万円となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が79百万円減少したこと等によります。

この結果、当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、33億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億69百万円の減少となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点においては、平成28年５月11日に公表いたしました平成29年３月期の業績予想に変更はありません。
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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

該当事項はありません。

（４）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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：千円)

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 1,347,133 743,731

受取手形及び売掛金 1,660,162 1,541,889

商品及び製品 160,839 267,128

仕掛品 755,328 756,820

原材料及び貯蔵品 519,117 515,453

繰延税金資産 61,882 76,600

その他 18,218 22,782

流動資産合計 4,522,682 3,924,406

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,860,393 2,860,393

減価償却累計額 △1,164,181 △1,187,498

建物及び構築物（純額） 1,696,211 1,672,894

土地 55,167 55,167

その他 555,170 553,639

減価償却累計額 △402,284 △408,265

その他（純額） 152,885 145,374

有形固定資産合計 1,904,264 1,873,436

無形固定資産 315,030 311,965

投資その他の資産

投資有価証券 1,201,856 1,090,343

その他 72,250 68,640

投資その他の資産合計 1,274,106 1,158,984

固定資産合計 3,493,401 3,344,385

資産合計 8,016,084 7,268,792
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(単位：千円)

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 1,214,047 1,190,154

短期借入金 1,388,008 1,126,748

未払法人税等 108,406 12,781

賞与引当金 148,000 223,000

役員賞与引当金 10,000 10,000

その他 363,083 171,116

流動負債合計 3,231,545 2,733,799

固定負債

長期借入金 962,479 926,227

繰延税金負債 225,632 191,854

その他 96,981 86,895

固定負債合計 1,285,093 1,204,977

負債合計 4,516,638 3,938,776

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,500 1,048,500

資本剰余金 897,272 897,272

利益剰余金 1,083,909 1,006,707

自己株式 △70,142 △70,157

株主資本合計 2,959,539 2,882,323

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 529,853 450,081

為替換算調整勘定 10,052 △2,389

その他の包括利益累計額合計 539,905 447,692

純資産合計 3,499,445 3,330,015

負債純資産合計 8,016,084 7,268,792
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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：千円)
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 1,882,189 1,312,760

売上原価 1,551,474 1,110,556

売上総利益 330,715 202,203

販売費及び一般管理費 237,937 243,104

営業利益又は営業損失（△） 92,777 △40,900

営業外収益

受取配当金 7,695 8,145

為替差益 643 -

受取補償金 8,831 -

雑収入 2,508 2,858

営業外収益合計 19,679 11,003

営業外費用

支払利息 9,344 7,673

為替差損 - 5,359

営業外費用合計 9,344 13,032

経常利益又は経常損失（△） 103,111 △42,929

特別損失

固定資産除却損 - 0

特別損失合計 - 0

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（△）

103,111 △42,929

法人税、住民税及び事業税 54,665 9,758

法人税等調整額 22,498 △16,754

法人税等合計 77,164 △6,996

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,947 △35,932

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

25,947 △35,932
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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：千円)
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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,947 △35,932

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 63,566 △79,771

為替換算調整勘定 1,126 △12,442

その他の包括利益合計 64,692 △92,213

四半期包括利益 90,639 △128,146

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 90,639 △128,146

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

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)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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)

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：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 1,844,586 37,603 1,882,189 ― 1,882,189

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,844,586 37,603 1,882,189 ― 1,882,189

セグメント利益 113,074 19,640 132,714 △39,937 92,777

(注) １. セグメント利益の調整額△39,937千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△39,937千円が含まれております。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。

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。

　

２．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)

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：千円)

電気機器
製造販売事業

不動産
関連事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 1,277,145 35,614 1,312,760 ― 1,312,760

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,277,145 35,614 1,312,760 ― 1,312,760

セグメント利益又は損失(△) △20,045 17,693 △2,352 △38,547 △40,900

(注) １. セグメント利益又は損失(△)の調整額△38,547千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△38,547千円が含まれております。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。

２. セグメント利益又は損失(△)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。

　

２．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。
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４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(１) 生産実績

当第１四半期連結累計期間における電気機器製造販売事業の生産実績を示すと、次のとおりであります。

営業事業部門別 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 1,089,087 △19.8

自動車関連事業 97,590 △55.1

船舶等関連事業 89,099 21.3

合計 1,275,778 △22.6

(注) １．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(２) 受注実績

当第１四半期連結累計期間における電気機器製造販売事業の受注実績を示すと、次のとおりであります。

営業事業部門別 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

鉄道関連事業 1,653,359 117.6 5,889,959 49.9

自動車関連事業 621,329 28.8 769,440 41.8

船舶等関連事業 27,448 △76.4 154,602 △55.5

合計 2,302,137 69.5 6,814,002 41.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(３) 販売実績

当第１四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

電気機器製造販売事業

鉄道関連事業 1,104,133 △28.7

自動車関連事業 91,784 △60.0

船舶等関連事業 81,227 22.6

合計 1,277,145 △30.8

不動産関連事業 35,614 △5.3

合計 1,312,760 △30.3

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東海旅客鉄道㈱ 191,675 10.2 230,052 17.5

西日本旅客鉄道㈱ 194,612 10.3 170,063 13.0

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

以上
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