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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 8,779 △11.1 36 △93.9 56 △90.3 9 △97.3

29年3月期第2四半期 9,878 3.8 590 90.0 579 82.5 357 83.3

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　95百万円 （△78.2％） 29年3月期第2四半期　　436百万円 （96.8％）

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

30年3月期第2四半期 0.25 ―

29年3月期第2四半期 9.17 ―

(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2四半期 25,626 12,250 47.8

29年3月期 26,931 12,272 45.6

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 12,250百万円 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 ― 0.00

30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、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 18,300 △14.2 300 △74.9 320 △73.9 190 △75.5 4.87

（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2Q 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2Q 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2Q 39,037,998 株 29年3月期2Q 39,040,059 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、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、米国の政策運営や東アジアにおける地政学リスクなど

により、国際情勢の不安定さが増大し、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２四半期連結累計期間の業績は、売上高は8,779百万円（前年同四半期比11.1%

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、減収な

らびに原価率の増加により、営業利益は36百万円（前年同四半期比93.9%減）、経常利益は56百万円（前年同四半

期比90.3%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は９百万円（前年同四半期比97.3%減）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、新造船発注量が極度に低下したことによる前年までの受注量の低下が影

響し、売上高は4,583百万円（前年同四半期比16.2%減）となりました。

発電・産業システムにつきましては、受注は好調に推移したものの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る前年までの受注の減少から、売上高は4,195百万円（前年同四半期比4.9%減）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

① 財政状態の分析

　当第２四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1,305百万円減少し25,626百万円となり

ました。

　流動資産の残高は、1,158百万円減少し13,294百万円となりました。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1,047百万円、受取手形及び売掛金の減少398百万円であります。一方、主

な増加要因は、商品及び製品の増加114百万円、仕掛品の増加176百万円等であります。

　固定資産の残高は、146百万円減少し12,332百万円となりました。

　当第２四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1,283百万円減少し13,376百万円と

なりました。

　流動負債の残高は、984百万円減少し6,789百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少272百

万円、未払法人税等の減少301百万円等であります。

　固定負債の残高は、前連結会計年度末から299百万円減少し6,586百万円となりました。これは主に、退職給付

に係る負債が258百万円減少したことによります。

　当第２四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22百万円減少し12,250百万円と

なりました。主な減少要因は、剰余金の配当117百万円であります。一方、主な増加要因は、親会社株主に帰属す

る四半期純利益９百万円、退職給付に係る調整累計額86百万円であります。

　 以上より、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.6%から47.8%へと2.2%上昇しました。
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　② キャッシュ・フローの状況

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

べ1,047百万円減少し、1,613百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（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668百万円（前年同期は527百万円の獲得）となりました。主な増加要因は減価

償却費161百万円、売上債権の減少額396百万円等であります。一方、主な減少要因は、たな卸資産の増加額274百

万円、仕入債務の減少額268百万円等によるものであります。

（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258百万円（前年同期は606百万円の使用）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出255百万円であります。

（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118百万円（前年同期は118百万円の使用）となりました。これは主に配当金の

支払額116百万円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

通期の業績予想につきましては、平成29年10月20日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしま

した通り変更しております。
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,611,840 1,613,235

グループ預け金 48,814 -

受取手形及び売掛金 8,619,839 8,221,652

商品及び製品 799,068 913,442

仕掛品 1,681,593 1,857,763

原材料及び貯蔵品 163,512 145,920

その他 579,351 631,574

貸倒引当金 △51,285 △89,315

流動資産合計 14,452,735 13,294,273

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 2,570,223

有形固定資産合計 10,841,476 10,786,456

無形固定資産 22,702 25,317

投資その他の資産

投資その他の資産 1,615,145 1,520,377

貸倒引当金 △215 -

投資その他の資産合計 1,614,930 1,520,377

固定資産合計 12,479,109 12,332,151

資産合計 26,931,844 25,626,425

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,738,448 4,465,833

未払法人税等 328,759 27,553

引当金 171,413 251,331

その他 2,534,717 2,044,604

流動負債合計 7,773,339 6,789,322

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 58,286

退職給付に係る負債 4,315,724 4,056,939

資産除去債務 18,978 19,180

その他 3,811 2,287

固定負債合計 6,886,123 6,586,866

負債合計 14,659,462 13,376,188
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９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 4,642,240

自己株式 △9,830 △10,066

株主資本合計 7,471,763 7,364,799

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 30,572

土地再評価差額金 5,557,518 5,556,926

為替換算調整勘定 △19,570 △21,825

退職給付に係る調整累計額 △767,068 △680,235

その他の包括利益累計額合計 4,800,617 4,885,437

純資産合計 12,272,381 12,250,236

負債純資産合計 26,931,844 25,626,425
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 9,878,388 8,779,607

売上原価 7,716,654 7,115,172

売上総利益 2,161,734 1,664,434

販売費及び一般管理費 1,570,920 1,628,397

営業利益 590,814 36,037

営業外収益

受取利息 6,805 219

受取配当金 1,800 1,579

為替差益 - 6,158

不動産賃貸料 16,248 16,114

その他 2,174 2,711

営業外収益合計 27,029 26,782

営業外費用

支払利息 4 -

固定資産除却損 22,419 4,052

為替差損 10,364 -

その他 5,092 2,358

営業外費用合計 37,881 6,410

経常利益 579,962 56,409

税金等調整前四半期純利益 579,962 56,409

法人税、住民税及び事業税 241,282 8,686

法人税等調整額 △19,251 37,925

法人税等合計 222,030 46,612

四半期純利益 357,931 9,796

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 357,931 9,796
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 357,931 9,796

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,992 834

為替換算調整勘定 △8,748 △2,255

退職給付に係る調整額 94,959 86,832

その他の包括利益合計 78,218 85,412

四半期包括利益 436,150 95,208

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 436,150 95,208

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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 579,962 56,409

減価償却費 193,948 161,891

貸倒引当金の増減額（△は減少） △735 37,814

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △107,398 △133,618

その他の引当金の増減額（△は減少） 90,441 41,029

受取利息及び受取配当金 △8,606 △1,798

支払利息 4 -

有形固定資産除却損 22,419 4,052

売上債権の増減額（△は増加） 505,067 396,532

たな卸資産の増減額（△は増加） △294,169 △274,807

その他の流動資産の増減額（△は増加） 42,070 △39,672

仕入債務の増減額（△は減少） △487,481 △268,929

その他の流動負債の増減額（△は減少） 140,946 △365,292

その他 7,112 1,512

小計 683,581 △384,876

利息及び配当金の受取額 8,606 1,798

利息の支払額 △4 -

法人税等の支払額 △164,227 △285,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 527,955 △668,686

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 △1,421,177 △255,819

有形固定資産の売却による収入 825,269 -

無形固定資産の取得による支出 △12,417 △7,105

投資有価証券の取得による支出 △856 △874

その他の支出 △3,790 △3,548

その他の収入 6,246 8,881

投資活動によるキャッシュ・フロー △606,725 △258,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △116,636 △116,971

その他 △1,386 △1,648

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,022 △118,619

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,442 △1,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206,234 △1,047,419

現金及び現金同等物の期首残高 1,695,206 2,660,655

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,488,971 1,613,235
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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。
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