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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、堅調な内外需要や雇用・所得環境の改善などを背景に緩やか

な回復基調で推移しましたが、アジアにおける地政学的リスクの高まり等により、先行き不透明な状況が続いてい

ます。

当社グループの経営環境は、一般市場向け変圧器などで価格競争が進みましたが、ハーメティックモータやプリ

ント配線板の需要が上向きで推移するなど、総じて良好でした。

このような環境の下、当社グループは「中期経営計画2018～確かな技術で未来をひらく～」の２年目として、事

業・製品の拡大と持続的成長の基盤強化に取り組んでおります。事業・製品の拡大では、今後需要拡大が期待され

る配電系統高度化関連製品やアクチエータ、車載用モータの拡販活動などを推進しています。また、持続的成長の

基盤強化では、保有技術の強化や連結ベースでの原価管理の整備などに取り組んでいます。

連結業績につきましては、電力機器事業の減収を回転機事業の増収が上回った結果、売上高は362億1百万円（前

年同期比5.2％増）、営業利益は26億7千1百万円（前年同期比4.1％減）、経常利益は29億3千9百万円（前年同期比

2.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は19億1千万円（前年同期比5.4％減）となりました。なお、セグメ

ント別の売上高につきましては、以下のとおりです。

電力機器事業の売上高は、146億3千1百万円（前年同期比7.0％減）となりました。配電線自動電圧調整器やプラ

ント工事が堅調に推移しましたが、大型変圧器や制御機器などが減少しました。

回転機事業の売上高は215億7千万円（前年同期比15.5％増）となりました。ハーメティックモータやプリント配

線板が好調に推移しました。
　

（２）財政状態に関する説明
①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ6億3千1百万円増加し873億5千9百万

円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ8億6千3百万円増加し627億9千1百万円となりました。これは主に、現金及

び預金の増加3億9千5百万円、受取手形及び売掛金の減少16億3千2百万円、電子記録債権の増加5億6千4百万円、棚

卸資産の増加15億3千6百万円によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ2億3千2百万円減少し245億6千7百万円となりました。これは主に、有形固

定資産の減少5億4千9百万円、投資その他の資産の増加3億2千4百万円によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比べ7億2千8百万円減少し375億1千5百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ7億5千3百万円減少し253億9千4百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金の増加13億2千8百万円、電子記録債務の減少3億1千6百万円、短期借入金の減少6億9千9百万円、未払

法人税等の減少8億5千1百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ2千5百万円増加し121億2千万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ13億5千9百万円増加し498億4千3百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加9億1千万円、その他有価証券評価額金の増加1億6千5百万円によるものであります。

自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ1.2ポイント増加し56.4％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、前連結会計年度末と比べ3

億4千5百万円増加し、155億5千万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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)

営業活動による資金の増加は、28億7千6百万円（前年同期43億2千6百万円）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益27億1千8百万円、減価償却費11億5千2百万円、売上債権の減少額12億7千2百万円、仕入債務の

増加額10億3千6百万円などの資金の増加と、たな卸資産の増加額15億7千3百万円、未払消費税等の減少額4億4千万

円、法人税等の支払額16億4千2百万円などの資金の減少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)

投資活動による資金の減少は、9億8千7百万円（前年同期10億9千7百万円）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9億3千9百万円など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)

財務活動による資金の減少は、15億1千1百万円（前年同期7億8千9百万円）となりました。これは主に、長期借

入れによる収入14億円などの資金の増加と、短期借入金の返済による支出6億9千9百万円、長期借入金の返済による

支出15億1千6百万円、配当金の支払額6億1千5百万円など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30年３月期の業績予想につきましては、平成29年４月28日の決算発表時点から変更ありません。なお、実際

の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。
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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。
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３．四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：百万円)

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 15,942 16,337

受取手形及び売掛金 20,342 18,709

電子記録債権 4,042 4,607

有価証券 9,299 9,299

商品及び製品 3,586 3,820

仕掛品 3,320 4,318

原材料及び貯蔵品 3,790 4,094

繰延税金資産 699 698

その他 918 917

貸倒引当金 △16 △14

流動資産合計 61,927 62,791

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,385 6,155

機械装置及び運搬具（純額） 3,846 3,697

工具、器具及び備品（純額） 875 889

土地 4,260 4,053

リース資産（純額） 586 576

建設仮勘定 58 89

有形固定資産合計 16,012 15,462

無形固定資産 174 167

投資その他の資産

投資有価証券 5,381 5,708

繰延税金資産 2,067 2,059

その他 1,279 1,282

貸倒引当金 △114 △113

投資その他の資産合計 8,613 8,938

固定資産合計 24,800 24,567

資産合計 86,728 87,359
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(単位：百万円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,526 11,854

電子記録債務 4,916 4,600

短期借入金 3,370 2,671

1年内返済予定の長期借入金 1,275 1,202

未払費用 2,844 3,004

未払法人税等 1,729 877

その他 1,485 1,184

流動負債合計 26,148 25,394

固定負債

長期借入金 4,579 4,536

繰延税金負債 44 66

退職給付に係る負債 6,738 6,796

その他 732 721

固定負債合計 12,095 12,120

負債合計 38,243 37,515

純資産の部

株主資本

資本金 4,053 4,053

資本剰余金 2,199 2,208

利益剰余金 40,218 41,128

自己株式 △395 △13

株主資本合計 46,074 47,376

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,281 1,447

為替換算調整勘定 1,261 1,133

退職給付に係る調整累計額 △712 △679

その他の包括利益累計額合計 1,830 1,900

非支配株主持分 579 566

純資産合計 48,484 49,843

負債純資産合計 86,728 87,359
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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：百万円)
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 34,414 36,201

売上原価 28,190 29,914

売上総利益 6,223 6,286

販売費及び一般管理費 3,438 3,614

営業利益 2,785 2,671

営業外収益

受取利息 14 14

受取配当金 64 79

持分法による投資利益 108 114

屑消耗品売却額 37 54

その他 94 118

営業外収益合計 318 382

営業外費用

支払利息 77 61

為替差損 101 24

その他 61 28

営業外費用合計 241 114

経常利益 2,862 2,939

特別利益

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産売却損 0 68

固定資産除却損 3 18

投資有価証券評価損 17 ―

減損損失 ― 135

その他 5 ―

特別損失合計 26 222

税金等調整前四半期純利益 2,836 2,718

法人税、住民税及び事業税 883 855

法人税等調整額 △105 △49

法人税等合計 777 805

四半期純利益 2,058 1,913

非支配株主に帰属する四半期純利益 39 2

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,019 1,910
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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：百万円)
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 2,058 1,913

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △80 162

為替換算調整勘定 △1,353 △135

退職給付に係る調整額 45 33

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 3

その他の包括利益合計 △1,392 64

四半期包括利益 666 1,977

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 688 1,980

非支配株主に係る四半期包括利益 △22 △3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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 2,836 2,718

減価償却費 1,102 1,152

減損損失 ― 135

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 141 102

投資有価証券評価損益（△は益） 17 ―

受取利息及び受取配当金 △78 △94

支払利息 77 61

持分法による投資損益（△は益） △108 △114

固定資産売却損益（△は益） 0 67

固定資産除却損 3 18

売上債権の増減額（△は増加） 1,130 1,272

たな卸資産の増減額（△は増加） △351 △1,573

仕入債務の増減額（△は減少） △646 1,036

未払消費税等の増減額（△は減少） 162 △440

その他 833 142

小計 5,119 4,481

利息及び配当金の受取額 79 93

持分法適用会社からの配当金の受取額 5 5

利息の支払額 △73 △61

法人税等の支払額 △803 △1,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,326 2,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 5 △50

有価証券の増減額（△は増加） 100 0

有形固定資産の取得による支出 △1,119 △939

有形固定資産の売却による収入 0 17

無形固定資産の取得による支出 △5 △11

投資有価証券の取得による支出 △8 △7

短期貸付けによる支出 △500 △500

短期貸付金の回収による収入 500 500

その他 △69 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,097 △987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △451 △699

長期借入れによる収入 1,750 1,400

長期借入金の返済による支出 △1,672 △1,516

配当金の支払額 △336 △615

自己株式の増減額（△は増加） 0 △0

その他 △78 △79

財務活動によるキャッシュ・フロー △789 △1,511

現金及び現金同等物に係る換算差額 △634 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,804 345

現金及び現金同等物の期首残高 15,428 15,205

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,232 15,550
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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）

当社は、平成29年３月29日開催の取締役会決議に基づき、平成29年４月14日付で、自己株式150,412株の消却

を実施しております。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が0百万円、利益剰余金が382百

万円、自己株式が382百万円それぞれ減少しております。
　

（セグメント情報等）

Ⅰ 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）

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:百万円）

報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高

外部顧客への売上高 15,731 18,682 34,414

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 15,731 18,682 34,414

セグメント利益 3,292 272 3,564

　
２．報告セグメントの利益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）

（単位:百万円）

利益 金額

報告セグメント計 3,564

全社費用(注) △779

四半期連結損益計算書の営業利益 2,785

　(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。
　

３．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29年４月１日 至 平成29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:百万円）

報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高

外部顧客への売上高 14,631 21,570 36,201

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 14,631 21,570 36,201

セグメント利益 2,553 919 3,472

　
２．報告セグメントの利益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）

（単位:百万円）

利益 金額

報告セグメント計 3,472

全社費用(注) △800

四半期連結損益計算書の営業利益 2,671

　(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。
　

決算短信（宝印刷） 2017年10月27日 17時32分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



愛知電機株式会社(6623) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

10

３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

報告セグメントに帰属しない固定資産のうち、使用見込みがなくなった遊休資産について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

用途 種類 場所

遊休資産 土地等 千葉県佐倉市

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては135百万円であります。

（重要な後発事象）

　（連結子会社の吸収合併）

当社は、平成29年４月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社である愛電商事株式会社（以下、「愛電

商事」という）を吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。この契約に基づき、当社は

平成29年10月１日付で愛電商事を吸収合併いたしました。

１．取引の概要

　(1)合併当事会社の名称及びその事業の内容

　（存続会社）

　 名称 ：愛知電機株式会社

　 事業の内容：電気機械器具の製造・販売

　（消滅会社）

　 名称 ：愛電商事株式会社

　 事業の内容：電気機械器具の販売、物流、警備

　(2)企業結合日

　 平成29年10月１日

　(3)企業結合の法的形式

　 当社を存続会社、愛電商事を消滅会社とする吸収合併

　(4)結合後企業の名称

　 変更ありません。

　(5)その他取引の概要に関する事項

一般市場向け売上拡大の方策として、愛電商事を吸収合併することにより、営業力の強化及び製販の一体化、

商流の簡素化を進めるとともに、管理業務の一層の効率化を図ることを目的としております。

２．実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共通支配下

の取引として会計処理を実施する予定であります。
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４．補足情報

個別売上高明細

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
増 減(自 平成28年４月 1日

至 平成28年９月30日)
(自 平成29年４月 1日
至 平成29年９月30日)

電

力

機

器

小型変圧器 3,301 3,241 △59

中型変圧器 3,066 2,956 △109

大型変圧器 2,048 1,608 △439

制御機器 3,647 3,317 △329

電力システム 1,058 1,293 234

その他 945 883 △62

計 14,067 13,301 △766

回

転

機

小型モータ 1,304 897 △406

住設機器 350 367 16

介護用機器 1,775 1,823 48

その他 611 691 79

計 4,041 3,779 △261

合 計 18,108 17,081 △1,027
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