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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 17,822 18.0 778 ― 1,011 ― 895 ―
25年3月期第2四半期 15,108 △4.4 △51 ― △147 ― △335 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,329百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △663百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 68.74 ―
25年3月期第2四半期 △25.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第2四半期 37,124 19,855 53.4 1,520.65
25年3月期 36,452 18,657 51.1 1,428.69
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 19,812百万円 25年3月期 18,614百万円

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
 平成26年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 創業90周年記念配当 ２円00銭

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

25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 12.00 12.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

売上高 営業利益 経常利益 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 36,750 14.9 2,050 129.4 2,320 88.7 1,420 97.3 108.99



(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

(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
半期財務諸表のレビュー手続を実施しています。

※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
績のご利用にあたっての注意事項については、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。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 13,030,000 株 25年3月期 13,030,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,021 株 25年3月期 940 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 13,029,016 株 25年3月期2Q 13,029,060 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間の世界経済は、先進諸国で景気の回復傾向が続きましたが、新興国では経済成長が

停滞する傾向が見られました。米国では、設備投資に慎重な姿勢が見られるものの、個人消費や住宅投資等の好

調な内需に支えられて緩やかな回復になりました。弱含みで推移していた欧州でも、南欧諸国の景気悪化ペース

が改善され、ドイツ、フランスの好調な経済に助けられて下げ止まりの兆しが見られました。中国をはじめ新興

国経済は持ち直しの動きも見られましたが、回復ペースが鈍く停滞傾向が続きました。

一方、わが国経済は、政府の経済対策や金融緩和政策の景気刺激策を背景に円高是正、株高、消費マインドの

改善が進み、好況感への期待が高まっていますが、実体経済への影響は限定的なものにとどまっており、景気の

先行きには注視が必要な状況が続いております。

当社グループをとりまく経済環境は、国内・海外における民間設備投資において緩やかな回復を続けました。

また、当社の主要顧客である造船業界においては、新造船受注量は回復の兆しを見せておりますが、新造船竣工

量は依然減少しており厳しい環境となりました。

このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は178億22

百万円と前年同期比18.0％の増収となりました。利益面では、営業利益は７億78百万円（前年同期は営業損失51

百万円）、経常利益は10億11百万円（前年同期は経常損失１億47百万円）、四半期純利益は８億95百万円（前年

同期は四半期純損失３億35百万円）となりました。

なお、製品別の連結売上高は、システム製品（配電制御システム等）が83億39百万円と前年同期比2.7％の増

収、機器製品（低圧遮断器等）が94億83百万円と前年同期比35.7％の増収となりました。

当社グループのシステム製品の連結受注高は、前年同期を63.9％上回る101億78百万円となり、その結果、連

結受注残高は前連結会計年度末より18億38百万円増加し178億38百万円となりました。

なお、機器製品は、計画生産を行っているため、前記受注高、受注残高には含めておりません。

当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の業績は以下のとおりであります。

「日本」

船舶用システム製品（船舶用配電制御システム等）では、LNG船やコンテナ船向け等の売上がありましたが、

船舶需給バランスの崩れに起因する納期繰延要求や船価下落による当社製品の販売価格低下等の影響により売上

が前年同期に比べ減少しました。

産業用システム製品（配電制御システム・電子応用製品等）では、医療用機器等の需給調整、海外プラント向

けの納期繰延、電力需要に関連したコージェネレーションシステム等の分散型エネルギーシステム向けの需要が

低調に推移したことにより、売上が前年同期に比べて減少しました。

この結果、システム製品全体の受注は好調さを取り戻しつつあるものの、売上は前年同期に比べ減収となりま

した。

機器製品（低圧遮断器等）では、国内向けでは太陽光発電等の新エネルギー分野における需要が好調に推移

し、海外向けでは東南アジア市場及びOEM販売先向け等の需要が好調に推移したことに加えて、円高是正が持続

したことにより売上を大きく伸ばすことができました。

その結果、当セグメントの当第２四半期連結累計期間の売上高は107億17百万円と前年同期比5.8％の増収、セ

グメント利益は５億３百万円と前年同期比189.2％の増益となりました。

「アジア」

船舶用システム製品（船舶用配電制御システム等）では、一部造船所における建造船の組み替え及び船価下落

による当社製品の販売価格低下の影響が続いているものの、納期繰延となっていた製品等の出荷があり、その結

果、売上は前年同期に比べ増加しました。

機器製品（低圧遮断器等）では、シンガポールにおける鉄道関連施設向けやマレーシア国内向け及びOEM販売

先向けの需要が堅調に推移したこと等により、売上は前年同期に比べ増加しました。

その結果、当セグメントの当第２四半期連結累計期間の売上高は52億13百万円と前年同期比52.5％の増収、セ

グメント利益は６億54百万円と前年同期比530.8％の増益となりました。

「ヨーロッパ」

機器製品（低圧遮断器等）では、ヨーロッパ地域の一部において売上が減少しましたが、英国内や北欧地域及

びサウジアラビア等の中近東方面の需要が好調に推移し売上が増加しました。

その結果、当セグメントの当第２四半期連結累計期間の売上高は18億46百万円と前年同期比21.8％の増収、セ

グメント利益は77百万円と前年同期比87.8％の増益となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、受取手形及び売掛金が前期末比４億78百万円並びにたな卸

資産が前期末比２億13百万円それぞれ増加したこと等により、流動資産は前期末比９億19百万円増の276億82百

万円となりました。固定資産では、投資有価証券が前期末比２億76百万円増加した一方、無形固定資産が前期末

比２億２百万円及び有形固定資産が前期末比１億22百万円並びに繰延税金資産が前期末比85百万円それぞれ減少

したこと等により、前期末比２億47百万円減の94億41百万円となりました。

この結果、当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前期末比６億72百万円増の371億24百万円とな

りました。

負債の部では、未払費用が前期末比２億56百万円増加した一方、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を

含む）が前期末比２億74百万円並びに支払手形及び買掛金が前期末比１億48百万円それぞれ減少したこと等によ

り、流動負債は前期末比１億87百万円減の131億18百万円となりました。固定負債では、長期借入金が前期末比

２億２百万円減少したこと等により、前期末比３億38百万円減の41億50百万円となり、この結果、負債合計は前

期末比５億25百万円減の172億68百万円となりました。

純資産の部では、四半期純利益８億95百万円の計上等により利益剰余金が前期末比７億65百万円並びに為替換

算調整勘定が前期末比２億69百万円それぞれ増加したこと等により、純資産合計は前期末比11億98百万円増の

198億55百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間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84百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には70億46百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は７億61百万円（前年同期は６億30百万円の収入）となりました。これは、主に

税金等調整前四半期純利益10億13百万円及び減価償却費の計上５億69百万円並びにその他の負債の増加による収

入４億54百万円、仕入債務の減少による支出４億47百万円及び売上債権の増加による支出３億58百万円並びに法

人税等の支払による支出３億67百万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２億26百万円（前年同期は２億71百万円の支出）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１億93百万円等によるものであります。

（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６億13百万円（前年同期は３億78百万円の支出）となりました。これは、主に

短期及び長期借入金の返済による支出４億73百万円並びに配当金の支払いによる支出１億30百万円等によるもの

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

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における業績の推移並びに当社グル

ープを取り巻く市場環境から、平成25年５月13日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました通期連結

業績予想を変更しております。

詳細につきましては、平成25年11月７日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

（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。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,958,992 7,029,161

受取手形及び売掛金 11,312,748 11,791,512

有価証券 10,619 25,036

商品及び製品 3,646,664 3,730,308

仕掛品 2,215,881 2,414,462

原材料及び貯蔵品 1,660,357 1,591,738

繰延税金資産 595,629 757,403

その他 447,962 403,986

貸倒引当金 △85,392 △60,756

流動資産合計 26,763,464 27,682,854

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,994,532 5,032,748

減価償却累計額 △3,261,516 △3,323,858

建物及び構築物（純額） 1,733,015 1,708,890

機械装置及び運搬具 5,037,434 5,065,567

減価償却累計額 △4,141,176 △4,242,924

機械装置及び運搬具（純額） 896,258 822,642

工具、器具及び備品 6,489,144 6,614,561

減価償却累計額 △6,068,055 △6,188,518

工具、器具及び備品（純額） 421,088 426,043

土地 3,141,325 3,141,783

リース資産 48,701 53,341

減価償却累計額 △29,755 △36,874

リース資産（純額） 18,946 16,466

建設仮勘定 87,266 59,436

有形固定資産合計 6,297,900 6,175,263

無形固定資産

その他 1,418,207 1,216,119

無形固定資産合計 1,418,207 1,216,119

投資その他の資産

投資有価証券 447,594 724,478

繰延税金資産 245,495 160,000

その他 1,429,314 1,306,681

貸倒引当金 △149,710 △141,073

投資その他の資産合計 1,972,693 2,050,087

固定資産合計 9,688,801 9,441,469

資産合計 36,452,265 37,124,323
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,506,086 6,357,773

短期借入金 1,410,315 1,281,334

1年内返済予定の長期借入金 1,023,776 878,084

未払法人税等 344,084 295,946

製品保証引当金 146,292 97,019

未払費用 1,831,008 2,087,330

その他 2,043,776 2,120,698

流動負債合計 13,305,338 13,118,186

固定負債

長期借入金 1,934,354 1,731,692

退職給付引当金 2,269,290 2,126,888

役員退職慰労引当金 194,788 194,658

その他 90,614 96,981

固定負債合計 4,489,047 4,150,220

負債合計 17,794,386 17,268,406

純資産の部

株主資本

資本金 1,236,640 1,236,640

資本剰余金 2,244,650 2,244,650

利益剰余金 15,354,978 16,120,308

自己株式 △1,390 △1,433

株主資本合計 18,834,877 19,600,165

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 125,724 288,649

為替換算調整勘定 △346,044 △76,300

その他の包括利益累計額合計 △220,320 212,349

少数株主持分 43,322 43,401

純資産合計 18,657,879 19,855,916

負債純資産合計 36,452,265 37,124,323
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 15,108,861 17,822,824

売上原価 11,767,498 13,194,261

売上総利益 3,341,362 4,628,563

販売費及び一般管理費 3,393,100 3,849,777

営業利益又は営業損失（△） △51,737 778,785

営業外収益

受取利息 28,435 20,332

受取配当金 8,822 10,549

為替差益 － 159,326

その他 27,072 93,124

営業外収益合計 64,329 283,333

営業外費用

支払利息 39,503 36,259

投資有価証券評価損 59,692 －

為替差損 39,674 －

その他 20,949 14,643

営業外費用合計 159,820 50,902

経常利益又は経常損失（△） △147,227 1,011,216

特別利益

固定資産売却益 1,729 2,877

特別利益合計 1,729 2,877

特別損失

固定資産売却損 118 191

固定資産除却損 187 594

特別損失合計 305 786

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（△）

△145,803 1,013,307

法人税、住民税及び事業税 124,771 284,297

法人税等調整額 62,460 △168,190

法人税等合計 187,232 116,107

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△333,035 897,200

少数株主利益 2,814 1,579

四半期純利益又は四半期純損失（△） △335,850 895,620
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△333,035 897,200

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20,583 162,925

為替換算調整勘定 △309,544 269,744

その他の包括利益合計 △330,128 432,670

四半期包括利益 △663,164 1,329,870

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △665,978 1,328,291

少数株主に係る四半期包括利益 2,814 1,579
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△145,803 1,013,307

減価償却費 474,807 569,146

引当金の増減額（△は減少） △181,571 △42,202

受取利息及び受取配当金 △37,257 △30,882

支払利息 39,503 36,259

売上債権の増減額（△は増加） 776,199 △358,072

たな卸資産の増減額（△は増加） 160,903 △128,374

仕入債務の増減額（△は減少） △410,857 △447,191

その他の資産の増減額（△は増加） 150,225 68,391

その他の負債の増減額（△は減少） △58,902 454,604

その他 90,757 △3,033

小計 858,003 1,131,954

利息及び配当金の受取額 37,956 33,221

利息の支払額 △39,198 △36,073

法人税等の支払額 △226,468 △367,971

営業活動によるキャッシュ・フロー 630,292 761,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 125,500 －

投資有価証券の取得による支出 △713 △21,438

有形固定資産の取得による支出 △306,298 △193,038

有形固定資産の売却による収入 815 2,642

その他の収入 1,006 757

その他の支出 △92,049 △15,443

投資活動によるキャッシュ・フロー △271,739 △226,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,497,330 1,387,234

短期借入金の返済による支出 △2,454,048 △1,512,714

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 △385,388 △348,354

自己株式の取得による支出 － △43

配当金の支払額 △130,290 △130,290

その他 △6,394 △9,117

財務活動によるキャッシュ・フロー △378,791 △613,285

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164,868 163,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △185,106 84,692

現金及び現金同等物の期首残高 6,059,110 6,962,060

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,874,003 7,046,753
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

セグメント情報 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、南米の現地法人の事業活

動を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（注）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。

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高

外部顧客への売上高 10,129,427 3,419,637 1,516,304 15,065,370 43,491 15,108,861

セグメント間の内部売上高又
は振替高

1,716,722 1,238,849 10,798 2,966,370 － 2,966,370

計 11,846,149 4,658,487 1,527,103 18,031,740 43,491 18,075,231

セグメント利益又は損失（△） 174,122 103,787 41,313 319,222 △22,534 296,688

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 319,222

「その他」の区分の損失（△） △22,534

セグメント間取引消去 11,786

全社費用（注） △360,211

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △51,737
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、南米の現地法人の事業活

動を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（注）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。

報告セグメント
その他
（注）

合計
日本 アジア ヨーロッパ 計

売上高

外部顧客への売上高 10,717,663 5,213,607 1,846,153 17,777,424 45,399 17,822,824

セグメント間の内部売上高又
は振替高

2,068,487 1,977,419 24,064 4,069,971 － 4,069,971

計 12,786,151 7,191,027 1,870,217 21,847,396 45,399 21,892,795

セグメント利益又は損失（△） 503,592 654,728 77,589 1,235,910 △22,777 1,213,132

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,235,910

「その他」の区分の損失（△） △22,777

セグメント間取引消去 △44,037

全社費用（注） △390,309

四半期連結損益計算書の営業利益 778,785
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