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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第1四半期 3,815 △11.4 △20 ― △12 ― △15 ―

29年3月期第1四半期 4,308 6.8 318 486.1 323 428.3 220 552.3

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　23百万円 （△90.8％） 29年3月期第1四半期　　255百万円 （390.4％）

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

30年3月期第1四半期 △0.40 ―

29年3月期第1四半期 5.65 ―

(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 ％

30年3月期第1四半期 25,920 12,178 47.0

29年3月期 26,931 12,272 45.6

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 12,178百万円 29年3月期 12,272百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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) 9,500 △3.8 250 △57.7 250 △56.9 180 △49.7 4.61

通期 19,000 △11.0 500 △58.2 500 △59.2 360 △53.6 9.22

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 ： 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） 30年3月期1Q 39,095,000 株 29年3月期 39,095,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 57,337 株 29年3月期 55,957 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 39,038,249 株 29年3月期1Q 39,040,298 株

　

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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2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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境および企業収益の改善がみられるなど緩や

かな回復基調で推移しました。一方海外経済については、米国の政策運営やアジア新興国および資源国等の経済

減速のリスクに加え欧州の政治情勢、中東・アジアでの地政学リスクの高まりなど先行きの不透明さが強まる状

況で推移いたしました。

このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は 3,815百万円（前年同四半期比11.4%

減）となりました。

損益につきましては、競合他社との価格競争の激化など厳しい経営環境が続くなか、継続的に原価低減活動や

生産性向上を行ったものの、営業損失は20百万円（前年同四半期は営業利益318百万円）、経常損失は12百万円

（前年同四半期は経常利益323百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は15百万円（前年同四半期は親会社

株主に帰属する四半期純利益220百万円）となりました。

当社グループは単一セグメントであるため、主要製品別に業績を示すと次のとおりであります。

船舶用電機システムにつきましては、中国など外部環境の経済停滞とともに新造船発注が極度に低下したこと

により、売上高は2,294百万円（前年同四半期比12.8%減）となりました。

発電・産業システムにつきましては、首都圏以外の再開発及び民需向け常用・非常用発電装置の低迷により、

売上高は1,521百万円（前年同四半期比9.4%減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から1,011百万円減少し25,920百万円となり

ました。

流動資産の残高は、935百万円減少し13,517百万円となりました。主な減少要因は、現金及び現金同等物（現金

及び預金、グループ預け金）の減少191百万円、受取手形及び売掛金の減少1,451百万円であります。一方、主な

増加要因は、商品及び製品の増加392百万円、仕掛品の増加221百万円等であります。

固定資産の残高は、76百万円減少し12,402百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ917百万円減少し13,742百万円とな

りました。

流動負債の残高は、719百万円減少し7,053百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少545百

万円、未払法人税等の減少318百万円等であります。

固定負債の残高は、前連結会計年度末から197百万円減少し6,688百万円となりました。これは主に、退職給付

に係る負債が150百万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純資産残高は、前連結会計年度末に比べ93百万円減少し12,178百万円と

なりました。主な減少要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失15百万円、剰余金の配当117百万円でありま

す。一方、主な増加要因は、退職給付に係る調整累計額43百万円であります。

　 以上より、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.6%から47.0%へと1.4%上昇しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

市場動向や為替の変動等、当社を取り巻く経営環境の先行き不透明感が増していますが、平成29年５月12日に公

表いたしました「平成30年３月期の連結業績予想」を据え置きとしております。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,611,840 2,467,443

グループ預け金 48,814 1,962

受取手形及び売掛金 8,619,839 7,168,466

商品及び製品 799,068 1,191,618

仕掛品 1,681,593 1,902,886

原材料及び貯蔵品 163,512 158,870

その他 579,351 644,856

貸倒引当金 △51,285 △18,394

流動資産合計 14,452,735 13,517,711

固定資産

有形固定資産

土地 8,217,086 8,216,232

その他（純額） 2,624,389 2,610,059

有形固定資産合計 10,841,476 10,826,292

無形固定資産 22,702 21,389

投資その他の資産

投資その他の資産 1,615,145 1,555,323

貸倒引当金 △215 △215

投資その他の資産合計 1,614,930 1,555,107

固定資産合計 12,479,109 12,402,789

資産合計 26,931,844 25,920,501

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,738,448 4,193,132

未払法人税等 328,759 10,083

引当金 171,413 227,769

その他 2,534,717 2,622,684

流動負債合計 7,773,339 7,053,669

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 2,450,433 2,450,172

引当金 97,175 50,565

退職給付に係る負債 4,315,724 4,165,519

資産除去債務 18,978 19,079

その他 3,811 3,049

固定負債合計 6,886,123 6,688,385

負債合計 14,659,462 13,742,055
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,562 2,232,562

資本剰余金 500,062 500,062

利益剰余金 4,748,968 4,616,941

自己株式 △9,830 △10,066

株主資本合計 7,471,763 7,339,500

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,737 28,179

土地再評価差額金 5,557,518 5,556,926

為替換算調整勘定 △19,570 △22,508

退職給付に係る調整累計額 △767,068 △723,652

その他の包括利益累計額合計 4,800,617 4,838,945

純資産合計 12,272,381 12,178,445

負債純資産合計 26,931,844 25,920,501
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 4,308,694 3,815,945

売上原価 3,256,869 3,030,893

売上総利益 1,051,825 785,052

販売費及び一般管理費 733,432 805,818

営業利益又は営業損失（△） 318,392 △20,766

営業外収益

受取利息 4,013 18

受取配当金 1,495 1,253

不動産賃貸料 8,124 8,057

為替差益 - 2,786

その他 1,221 1,347

営業外収益合計 14,855 13,463

営業外費用

為替差損 5,974 -

固定資産除却損 680 3,770

その他 3,446 1,486

営業外費用合計 10,101 5,256

経常利益又は経常損失（△） 323,146 △12,558

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（△）

323,146 △12,558

法人税、住民税及び事業税 23,887 5,942

法人税等調整額 78,631 △2,998

法人税等合計 102,519 2,943

四半期純利益又は四半期純損失（△） 220,627 △15,502

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（△）

220,627 △15,502
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 220,627 △15,502

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,336 △1,557

為替換算調整勘定 △3,585 △2,938

退職給付に係る調整額 47,479 43,416

その他の包括利益合計 34,558 38,920

四半期包括利益 255,185 23,417

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 255,185 23,417

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）

該当事項はありません。
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