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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、日本銀行によるマイナス金利政策の導入や欧州をはじめとする

世界経済の減速懸念を背景に円高・株安が進行し、企業における輸出や生産活動も横ばいになるなど、一部で景

気の回復に弱さが見られました。

今後は、景気は緩やかに回復すると見込んでおりますが、円高に伴う輸出企業の収益環境の悪化や世界経済の

下振れリスクが懸念され、その先行きに不透明な状況が続いております。

このような状況のもとで、当社は、国内では電力や一般産業、電鉄・車両業界、海外では東南アジアや中近東

各国を重点に営業活動を行った結果、受変電設備向けの遮断器用補助スイッチや鉄道変電設備向けのインターフ

ェイスユニットなどが増加しましたが、モーター制御装置向け端子台の減少や中近東の変電設備計画の遅れによ

り落下式故障表示器などが伸びず、当第２四半期累計期間の売上高は1,890百万円（前年同期比2.5％減）となり

ました。 

利益面におきましては、売上高が前年同期を下回ったほか、人件費及び経費が増加したことから、営業利益は

206百万円（前年同期比27.5％減）、経常利益は217百万円（前年同期比27.7％減）、四半期純利益は145百万円

（前年同期比24.2％減）となりました。

 

売上の状況は次のとおりであります。

なお、当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業のみであるため、売上の状況につきましては、製品分類

ごとに記載しております。

（制御用開閉器）

受変電設備向けに遮断器用補助スイッチが増加したことに加え、鉄道車両の保守整備向けに車両用戸閉め検

出スイッチが好調であったことから、売上高は529百万円（前年同期比1.7%増）となりました。

（接続機器） 

モーター制御装置向け端子台の減少に加え、太陽光発電設備向けのコントロールセンタ用ジャックが低調で

あったことから、売上高は738百万円（前年同期比8.0%減）となりました。 

（表示灯・表示器） 

中近東の変電設備計画の遅れから落下式故障表示器が伸びず、米国鉄道車両用表示灯については、立上げ期

の顧客在庫積み上げを終え、ピーク生産から安定生産に入ったことで、前年に比べて減少し、売上高は311百

万円（前年同期比2.3%減）となりました。 

（電子応用機器） 

鉄道変電設備向けにインターフェイスユニットやインターフェイスモジュールが増加したことから、売上高

は310百万円（前年同期比4.6%増）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２四半期会計期間末における資産は、前事業年度末比486百万円減少し、10,907百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金の減少731百万円、有価証券の増加301百万円、建物の増加173百万円及び投

資有価証券の減少254百万円等によるものであります。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末比６百万円減少し、735百万円となりました。主

な要因は、買掛金の増加３百万円、未払金の増加57百万円及び未払法人税等の減少58百万円等によるもので

あります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末比480百万円減少し、10,171百万円となりまし

た。主な要因は、利益剰余金の増加38百万円、自己株式の増加558百万円及びその他有価証券評価差額金の

増加36百万円等によるものであります。
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期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、前事業年度末に比べ31百万

円減少し、683百万円（前年同四半期は646百万円）となりました。 

 

各キャッシュ・フローの状況と要因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） 

当第２四半期累計期間において営業活動による資金の増加は、177百万円（前年同期比51.9％減）となり

ました。主なプラス要因は、税引前四半期純利益217百万円、減価償却費104百万円、売上債権の減少51百万

円等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加37百万円及び法人税等の支払額121百万円等によるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において投資活動による資金の増加は、458百万円（前年同期は223百万円の減少）

となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入700百万円（同預入による支出との純額）、金型投

資を含む有形固定資産の取得による支出241百万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） 

当第２四半期累計期間において財務活動による資金の減少は、665百万円（前年同期比541.3％増）となり

ました。要因は、自己株式の取得による支出559百万円及び配当金の支払額106百万円によるものでありま

す。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年１月期の業績予想につきましては、平成28年７月21日付「平成29年１月期 第２四半期累計期間及び

通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表致しました通期の業績予想に変更はございません。

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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。

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応

報告第32号 平成28年６月17日)を当第２四半期会計期間より適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これに伴う影響は軽微であります。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年１月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成28年７月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 5,015,018 4,283,409 

受取手形及び売掛金 ※１ 1,418,916 ※１ 1,375,104 

電子記録債権 197,508 190,259 

有価証券 － 301,273 

製品 138,466 156,122 

仕掛品 357,807 398,912 

原材料 402,576 381,627 

その他 81,278 81,616 

流動資産合計 7,611,570 7,168,325 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 902,084 1,075,672 

土地 1,357,427 1,357,427 

その他（純額） 337,584 376,202 

有形固定資産合計 2,597,096 2,809,302 

無形固定資産 23,490 19,851 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,150,999 896,122 

その他 10,715 13,523 

投資その他の資産合計 1,161,715 909,645 

固定資産合計 3,782,302 3,738,799 

資産合計 11,393,873 10,907,125 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年１月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成28年７月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 111,941 114,994 

短期借入金 150,000 150,000 

未払金 67,290 124,921 

未払法人税等 124,754 66,643 

賞与引当金 61,725 62,895 

役員賞与引当金 10,560 － 

その他 103,746 96,680 

流動負債合計 630,017 616,135 

固定負債    

退職給付引当金 16,996 25,080 

その他 94,821 93,938 

固定負債合計 111,817 119,019 

負債合計 741,835 735,154 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,087,250 1,087,250 

資本剰余金 1,704,240 1,704,240 

利益剰余金 7,926,391 7,965,019 

自己株式 △257,984 △816,477 

株主資本合計 10,459,897 9,940,031 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 180,580 216,925 

評価・換算差額等合計 180,580 216,925 

新株予約権 11,559 15,013 

純資産合計 10,652,038 10,171,971 

負債純資産合計 11,393,873 10,907,125 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成27年２月１日 

 至 平成27年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成28年２月１日 
 至 平成28年７月31日) 

売上高 1,939,602 1,890,239 

売上原価 1,169,165 1,177,366 

売上総利益 770,436 712,872 

販売費及び一般管理費 485,438 506,239 

営業利益 284,997 206,633 

営業外収益    

受取利息 3,842 2,779 

受取配当金 4,278 5,070 

助成金収入 6,756 4,535 

その他 2,551 2,123 

営業外収益合計 17,428 14,508 

営業外費用    

支払利息 1,097 1,032 

支払手数料 － 735 

為替差損 － 1,549 

営業外費用合計 1,097 3,317 

経常利益 301,329 217,824 

特別損失    

固定資産除却損 142 97 

特別損失合計 142 97 

税引前四半期純利益 301,186 217,726 

法人税等 109,037 72,031 

四半期純利益 192,149 145,695 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成27年２月１日 

 至 平成27年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成28年２月１日 
 至 平成28年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益 301,186 217,726 

減価償却費 90,815 104,104 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,010 △10,560 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,146 8,084 

受取利息及び受取配当金 △8,121 △7,850 

支払利息 1,097 1,032 

助成金収入 △6,756 △4,535 

有形固定資産除却損 142 97 

売上債権の増減額（△は増加） 130,401 51,060 

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,795 △37,812 

仕入債務の増減額（△は減少） 15,913 3,053 

その他 △3,637 △37,774 

小計 468,382 286,628 

利息及び配当金の受取額 8,855 9,202 

利息の支払額 △1,240 △1,616 

助成金の受取額 6,756 4,535 

法人税等の支払額 △113,795 △121,407 

営業活動によるキャッシュ・フロー 368,958 177,341 

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 △3,800,000 △3,700,000 

定期預金の払戻による収入 3,700,000 4,400,000 

有価証券の売却及び償還による収入 200,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △113,215 △241,138 

無形固定資産の取得による支出 △9,757 △460 

投資有価証券の取得による支出 △200,284 △338 

その他 215 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △223,041 458,062 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出 － △559,228 

配当金の支払額 △103,800 △106,435 

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,800 △665,664 

現金及び現金同等物に係る換算差額 73 △1,349 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,190 △31,608 

現金及び現金同等物の期首残高 604,037 715,018 

現金及び現金同等物の四半期末残高 646,227 683,409 
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（追加情報）

法人税率の変更等による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布されました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年２月１日に開始する

事業年度及び平成30年２月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.06％から30.69％

に、平成31年２月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06％から30.46％にな

ります。

なお、これに伴う影響は軽微であります。

 

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（四半期貸借対照表関係）

※１．四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、前事業年度及び当第２四半期会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び

四半期会計期間末日満期手形がそれぞれ、期末残高及び四半期会計期間末残高に含まれております。

 

 
前事業年度

（平成28年１月31日）
当第２四半期会計期間
（平成28年７月31日）

受取手形 8,664千円 13,738千円

 

 ２．偶発債務 

 当社が加入する「京都機械金属厚生年金基金」（総合型）は平成26年２月20日開催の代議員会において特

例解散の方針を決議致しました。

 同基金の解散に伴い費用の発生が見込まれますが、解散に伴う費用の金額と業績に与える影響につきまし

ては、現時点においては不確定要素が多く、合理的な見積金額を算定することができません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、平成28年６月２日開催の取締役会決議に基づき、自己株式400,000株の取得を行いました。この結果、

当第２四半期累計期間において自己株式が558,400千円増加し、当第２四半期会計期間末において自己株式が

816,477千円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業のみであるため、セグメントの記載を省略しております。
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４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

 当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業のみであるため、製品分類別に記載しております。 

[生産実績] 

当第２四半期累計期間の生産実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

製品分類 
当第２四半期累計期間 

（自 平成28年２月１日 
至 平成28年７月31日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円） 437,386 83.5 

接続機器（千円） 820,842 96.7 

表示灯・表示器（千円） 338,821 98.0 

電子応用機器（千円） 365,336 129.7 

合計（千円） 1,962,387 98.1 

 （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

 ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

[受注状況]

当第２四半期累計期間の受注状況を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

製品分類 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

制御用開閉器 516,886 95.2 158,353 93.8 

接続機器 733,681 90.3 118,237 80.1 

表示灯・表示器 314,582 89.0 77,534 72.9 

電子応用機器 362,602 105.9 145,798 95.2 

合計 1,927,752 94.0 499,923 86.8 

 （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

 ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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[販売実績]

① 当第２四半期累計期間の販売実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

製品分類 
当第２四半期累計期間 

（自 平成28年２月１日 
至 平成28年７月31日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円） 529,710 101.7 

接続機器（千円） 738,305 92.0 

表示灯・表示器（千円） 311,444 97.7 

電子応用機器（千円） 310,779 104.6 

合計（千円） 1,890,239 97.5 

 （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

② 当第２四半期累計期間の販売実績を販売形態別に示すと、次のとおりであります。 

販売形態 
当第２四半期累計期間 

（自 平成28年２月１日 
至 平成28年７月31日） 

前年同期比（％） 

直接取引（千円） 1,439,059 99.8 

間接取引（千円） 451,179 90.8 

（うち、国内向け商社（千円）） (193,339) 86.3 

（うち、海外向け商社（千円）） (257,840) 94.4 

合計（千円） 1,890,239 97.5 

 （注）１．金額は販売価格で表示しております。 

 ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 ３．商社との取引か否かにより、直接取引及び間接取引を区分しております。ただし、一部の商社との

取引を直接取引に含めております。 

 ４．当第２四半期累計期間の海外向け商社の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであ

ります。 

 なお、海外向け商社への販売実績は、総販売実績の13.6％となっております。 

販路 

当第２四半期累計期間 
（自 平成28年２月１日 

至 平成28年７月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

東南アジア 102,215 39.7 

中近東 112,991 43.8 

中国 29,708 11.5 

欧州 3,667 1.4 

米国 9,257 3.6 

合計 257,840 100.0 

 

 

以 上
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