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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第２四半期 3,094 △17.5 47 △72.1 38 △77.6 15 △75.3

28年３月期第２四半期 3,752 ― 170 ― 172 ― 64 ―
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 △93百万円( ―％) 28年３月期第２四半期 11百万円( ―％)
　

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２四半期 1.15 ―

28年３月期第２四半期 4.65 ―
　

(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２四半期
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２四半期 7,651 3,364 44.0

28年３月期 8,016 3,499 43.7
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 3,364百万円 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、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 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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 13,755,982株 28年３月期２Ｑ 13,756,619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「１．当四半期決算に関する定性的情報 （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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、力強さを欠くものの緩やかな持ち直し基調が続いており、特

に企業収益は底堅さを維持しております。一方、個人消費が伸び悩んでいる中、日銀によるマイナス金利の継続や

米国の大統領選挙の行方等、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２四半期連結累計期間の売

上高は30億94百万円（前年同四半期比６億58百万円、17.5％減）となり、受注高は45億63百万円（前年同四半期比

14億65百万円、47.3％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30億23百万円（前年同四半期比６億54百万円、17.8％減）となり、受注高は45

億63百万円（前年同四半期比14億65百万円、47.3％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ました

が、売上高は23億16百万円（前年同四半期比６億61百万円、22.2％減）となり、受注高は35億13百万円（前年同四

半期比15億30百万円、77.2％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５億55百万円（前年同四半期比46百万円、9.0％増）となり、受注高は９億98百万円（前年同四半期比19百万

円、2.0％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ましたが、売上高は１億51百

万円（前年同四半期比39百万円、20.5％減）となり、受注高は51百万円（前年同四半期比84百万円、62.1％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概ね堅調な売上を維持しており、売上高は71百万円（前年

同四半期比３百万円、5.2％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結果、当第２四半期連結累計期

間の営業利益は47百万円（前年同四半期比１億23百万円、72.1％減）、経常利益は38百万円（前年同四半期比１億

33百万円、77.6％減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は15百万円（前年同四半期比48百万円、75.3％

減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四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２億２百万円減少し、43億19百万円

となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が１億80百万円、たな卸資産が１億35百万円増加したものの、

現金及び預金が５億15百万円減少したこと等によります。

当第２四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１億62百万円減少し、33億31百万円

となりました。これは主として投資有価証券が１億38百万円減少したこと等によります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末における総資産は、76億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億

65百万円の減少となりました。

　（負債）

　当第２四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１億37百万円減少し、30億93百万円

となりました。これは、主として未払法人税等が83百万円減少したこと等によります。

当第２四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92百万円減少し、11億92百万円とな

りました。これは、主として長期借入金が70百万円、繰延税金負債が45百万円減少したこと等によります。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、42億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

億30百万円の減少となりました。
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　（純資産）

当第２四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25百万円減少し、29億34百万円とな

りました。これは、主として利益剰余金が25百万円減少したこと等によります。

当第２四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１億９百万円減

少し、４億30百万円となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が94百万円減少したこと等により

ます。

この結果、当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、33億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億34百万円の減少となりました。

　②キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ５億15百万円減少し、５億91百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は２億47百万円（前年同四半期は52百万円の獲得）となりました。

この主な要因は、収入については減価償却費95百万円、仕入債務の増加額１億円であり、支出については売上債

権の増加額１億84百万円、たな卸資産の増加額１億68百万円、未払消費税等の減少額64百万円、法人税等の支払額

１億円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。

（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２億25百万円（前年同四半期は52百万円の使用）となりました。

　この主な要因は、支出について無形固定資産の取得による支出１億91百万円等により、キャッシュ・フローが減

少したことによります。

（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22百万円（前年同四半期は４億24百万円の使用）となりました。

　この主な要因は、収入については短期借入金の増加額が１億37百万円であり、支出については長期借入金の返済

による支出が92百万円、配当金の支払額が41百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,347,133 831,830

受取手形及び売掛金 1,660,162 1,841,150

商品及び製品 160,839 196,427

仕掛品 755,328 881,574

原材料及び貯蔵品 519,117 492,417

繰延税金資産 61,882 54,816

その他 18,218 21,587

流動資産合計 4,522,682 4,319,805

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,860,393 2,867,977

減価償却累計額 △1,164,181 △1,211,195

建物及び構築物（純額） 1,696,211 1,656,782

土地 55,167 55,297

その他 555,170 572,434

減価償却累計額 △402,284 △398,838

その他（純額） 152,885 173,595

有形固定資産合計 1,904,264 1,885,675

無形固定資産 315,030 323,163

投資その他の資産

投資有価証券 1,201,856 1,063,737

その他 72,250 58,679

投資その他の資産合計 1,274,106 1,122,416

固定資産合計 3,493,401 3,331,256

資産合計 8,016,084 7,651,061
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,214,047 1,309,945

短期借入金 1,388,008 1,462,021

未払法人税等 108,406 25,189

賞与引当金 148,000 148,000

役員賞与引当金 10,000 -

その他 363,083 148,572

流動負債合計 3,231,545 3,093,727

固定負債

長期借入金 962,479 891,662

繰延税金負債 225,632 180,400

その他 96,981 120,555

固定負債合計 1,285,093 1,192,617

負債合計 4,516,638 4,286,344

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 1,058,460

自己株式 △70,142 △70,157

株主資本合計 2,959,539 2,934,076

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 529,853 435,067

為替換算調整勘定 10,052 △4,426

その他の包括利益累計額合計 539,905 430,640

純資産合計 3,499,445 3,364,716

負債純資産合計 8,016,084 7,651,061
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 3,752,590 3,094,469

売上原価 3,105,680 2,581,858

売上総利益 646,910 512,611

販売費及び一般管理費 476,077 464,885

営業利益 170,832 47,725

営業外収益

受取利息 68 67

受取配当金 7,695 8,145

受取補償金 9,066 -

雑収入 4,504 4,668

営業外収益合計 21,334 12,881

営業外費用

支払利息 19,297 16,089

為替差損 383 5,928

営業外費用合計 19,680 22,017

経常利益 172,486 38,589

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 172,486 38,589

法人税、住民税及び事業税 67,431 17,603

法人税等調整額 41,038 5,166

法人税等合計 108,469 22,769

四半期純利益 64,016 15,819

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 64,016 15,819
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 64,016 15,819

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △52,623 △94,786

為替換算調整勘定 △3 △14,479

その他の包括利益合計 △52,626 △109,265

四半期包括利益 11,390 △93,445

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,390 △93,445

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 172,486 38,589

減価償却費 98,124 95,582

受取利息及び受取配当金 △7,763 △8,213

支払利息 19,297 16,089

売上債権の増減額（△は増加） 133,347 △184,793

たな卸資産の増減額（△は増加） 194,745 △168,378

仕入債務の増減額（△は減少） △425,066 100,892

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 -

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 △10,000

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

その他の営業外損益（△は益） △226 △195

未収消費税等の増減額（△は増加） - △4,216

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,424 △64,587

その他の流動資産の増減額（△は増加） △65 5,315

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,505 39,285

その他 884 6,969

小計 135,844 △137,660

利息及び配当金の受取額 7,763 8,213

利息の支払額 △16,228 △18,208

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △74,722 △100,139

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,657 △247,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △240,000 △240,000

定期預金の払戻による収入 240,000 240,000

有形固定資産の取得による支出 △14,978 △42,575

無形固定資産の取得による支出 △37,414 △191,215

投資その他の資産の増減額（△は増加） 30 8,764

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,362 △225,026

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） △389,265 137,240

長期借入れによる収入 100,000 -

長期借入金の返済による支出 △68,412 △92,544

リース債務の返済による支出 △25,692 △25,929

自己株式の取得による支出 △165 △14

配当金の支払額 △41,035 △41,025

財務活動によるキャッシュ・フロー △424,571 △22,273

現金及び現金同等物に係る換算差額 △335 △20,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △424,611 △515,303

現金及び現金同等物の期首残高 865,090 1,107,133

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 10,368 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 450,846 591,830
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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）

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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 3,677,415 75,175 3,752,590 ― 3,752,590

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,677,415 75,175 3,752,590 ― 3,752,590

セグメント利益 215,330 38,905 254,236 △83,403 170,832

(注) １. セグメント利益の調整額△83,403千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△83,403千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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(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 3,023,178 71,290 3,094,469 ― 3,094,469

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,023,178 71,290 3,094,469 ― 3,094,469

セグメント利益 79,477 35,662 115,140 △67,415 47,725

(注) １. セグメント利益の調整額△67,415千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△67,415千円が含

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。

　

決算短信（宝印刷） 2016年11月07日 08時58分 12ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



森尾電機㈱(6647) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

11

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(１) 生産実績

当第２四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 2,064,665 △20.0

自動車関連事業 558,956 13.5

船舶等関連事業 156,419 △25.1

合計 2,780,041 △15.3

(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２四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 3,513,232 77.2 6,537,890 75.6

自動車関連事業 998,559 2.0 682,635 △10.1

船舶等関連事業 51,591 △62.1 108,688 △55.2

合計 4,563,383 47.3 7,329,214 55.1

(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２四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 2,316,074 △22.2

自動車関連事業 555,819 9.0

船舶等関連事業 151,283 △20.5

合計 3,023,178 △17.8

不動産関連事業 71,290 △5.2

合計 3,094,469 △17.5

(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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東海旅客鉄道㈱ 305,571 8.1 379,882 12.3

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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