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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次

第68期

第１四半期

連結累計期間

第69期

第１四半期

連結累計期間

第68期

会計期間
自　平成23年４月１日

至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日

至　平成24年６月30日

自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日

売上高 （百万円） 14,406 15,365 75,173

経常利益 （百万円） 224 205 1,813

四半期（当期）純利益 （百万円） 172 80 889

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 158 △6 1,003

純資産額 （百万円） 12,100 13,418 13,768

総資産額 （百万円） 37,987 44,028 49,088

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 8.99 3.69 44.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 30.91 29.62 27.25

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　業績の状況

当第１四半期連結累計期間における日本経済は、復興関連を中心とした設備投資やエコカー補助金効

果などにより内需に一部回復の兆しが見えたものの、欧州債務問題や海外経済の減速と円高の継続によ

り輸出の持ち直しが遅れるなど、依然として厳しい状況が続いております。

このような状況下において、当社グループは、電力供給不安などへの顧客ニーズに対するソリュー

ションビジネスの強化や国内拠点の拡充による事業規模拡大などに積極的に取り組んでまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は153億65百万円と前年同四半期に比べ9億59百万円

（前年同四半期比6.7％増）の増収となり、経営の効率化を目的とした新基幹系システムの稼動による

経費の増加はあったものの、原価管理による売上総利益率の向上に努め、営業利益は1億70百万円と前年

同四半期に比べ5百万円（前年同四半期比3.4％増）の増益となりました。

なお、経常利益は2億5百万円と前年同四半期に比べ19百万円（前年同四半期比8.6％減）の減益とな

り、また、有形固定資産の減損損失を計上したことにより、四半期純利益は80百万円と前年同四半期に比

べ92百万円（前年同四半期比53.4％減）の減益となりました。

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①システム・ソリューション事業
鉄鋼分野及び石油化学分野では、震災の影響で延期されていた設備投資が回復し、CO2削減・省エネ

などの環境関連や生産効率を高めるための老朽化更新工事が予定通り実施され、堅調に推移いたしま

した。

化学、精密、機械分野では、夏場の電力供給不安への対策としての発電機・電源改造などの需要に対

応し、好調に推移いたしました。

また、流通・サービス分野では、省エネ・節電対策として店舗内照明のLED化や空調機の入れ替えな

どに対応し、好調に推移いたしました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は128億9百万円と前年同四半期に比べ18億39百万円

（前年同四半期比16.8％増）の増収となり、セグメント利益（営業利益）は6億30百万円と前年同四半

期に比べ2億13百万円（前年同四半期比51.4％増）の増益となりました。
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②電子デバイス・コンポーネント事業

半導体市場における産業機器・通信分野では、中国市場の減退や欧州財政危機及び円高に伴う生産

調整と在庫調整により、低調に推移いたしました。

アミューズメント分野では、前年度から引き続き液晶表示パネルの需要が減少し、低調に推移いたし

ました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は25億55百万円と前年同四半期に比べ8億80百万円

（前年同四半期比25.6％減）の減収、セグメント損失（営業損失）は12百万円と前年同四半期に比べ

1億11百万円の減益となりました。

　
(2)　財政状態の分析　

（流動資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は385億69百万円で、前連結会計年度末に比

べ52億2百万円減少しております。主な要因は、現金及び預金（73億82百万円から67億62百万円へ6億

20百万円減）、受取手形及び売掛金（259億26百万円から235億5百万円へ24億21百万円減）、未収入金

（55億39百万円から34億57百万円へ20億81百万円減）が減少したことによるものであります。

（固定資産）

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は54億59百万円で、前連結会計年度末に比べ

1億42百万円増加しております。主な要因は、ソフトウエア（1億42百万円から14億76百万円へ13億34

百万円増）が増加した一方、ソフトウエア仮勘定（10億24百万円から2百万円へ10億21百万円減）、投

資有価証券（17億13百万円から15億63百万円へ1億50百万円減）が減少したことによるものでありま

す。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は306億10百万円で、前連結会計年度末に比べ47億

10百万円減少しております。主な要因は、支払手形及び買掛金（227億38百万円から199億2百万円へ28

億36百万円減）、未払金（72億20百万円から54億99百万円へ17億21百万円減）が減少したことによる

ものであります。

（純資産）　

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は134億18百万円で、前連結会計年度末に比べ3

億49百万円減少しております。主な要因は、利益剰余金（105億96百万円から103億50百万円へ2億46百

万円減）が減少したことによるものであります。

　
(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事実上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

　

②　【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成24年６月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成24年８月７日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 21,782,500 21,782,500
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株
であります。

計 21,782,500 21,782,500 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成24年６月30日 － 21,782 － 1,585 － 1,037

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

①　【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
普通株式 1,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,772,800217,728 －

単元未満株式 普通株式 8,600 － －

発行済株式総数 　 21,782,500－ －

総株主の議決権 － 217,728 －

　

②　【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

八洲電機㈱ 東京都港区新橋三丁目１番１号 1,100 － 1,100 0.01

計 － 1,100 － 1,100 0.01

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号）に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて

記載しております。

　
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１

日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,382 6,762

受取手形及び売掛金 25,926 23,505

有価証券 322 292

商品 3,728 3,765

原材料 4 6

未成工事支出金 212 110

仕掛品 89 98

未収入金 ※2
 5,539

※2
 3,457

繰延税金資産 348 286

その他 350 387

貸倒引当金 △132 △102

流動資産合計 43,772 38,569

固定資産

有形固定資産 1,491 1,435

無形固定資産 1,465 1,766

投資その他の資産

その他 2,434 2,326

貸倒引当金 △74 △69

投資その他の資産合計 2,359 2,257

固定資産合計 5,316 5,459

資産合計 49,088 44,028

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,738 19,902

短期借入金 350 380

未払金 ※2
 7,220

※2
 5,499

未払法人税等 559 28

賞与引当金 540 265

その他 1,852 2,563

流動負債合計 33,262 28,639

固定負債

長期借入金 465 416

退職給付引当金 1,387 1,385

繰延税金負債 15 9

資産除去債務 8 8

その他 181 149

固定負債合計 2,057 1,970

負債合計 35,320 30,610
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,585 1,585

資本剰余金 1,037 1,037

利益剰余金 10,596 10,350

自己株式 △0 △0

株主資本合計 13,218 12,972

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 158 69

その他の包括利益累計額合計 158 69

少数株主持分 391 376

純資産合計 13,768 13,418

負債純資産合計 49,088 44,028
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 14,406 15,365

売上原価 12,177 12,917

売上総利益 2,228 2,447

販売費及び一般管理費 2,063 2,277

営業利益 164 170

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 34 10

仕入割引 7 5

業務受託料 4 3

不動産賃貸料 11 12

その他 13 12

営業外収益合計 73 47

営業外費用

支払利息 1 2

売上債権売却損 1 0

不動産賃貸原価 7 5

その他 3 3

営業外費用合計 13 11

経常利益 224 205

特別利益

固定資産売却益 74 －

その他 2 －

特別利益合計 76 －

特別損失

固定資産除却損 0 0

投資有価証券売却損 0 －

減損損失 3 34

リース解約損 0 －

特別損失合計 4 35

税金等調整前四半期純利益 297 170

法人税、住民税及び事業税 5 24

法人税等調整額 116 57

法人税等合計 121 81

少数株主損益調整前四半期純利益 176 88

少数株主利益 3 8

四半期純利益 172 80
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 176 88

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18 △95

その他の包括利益合計 △18 △95

四半期包括利益 158 △6

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 158 △8

少数株主に係る四半期包括利益 △0 1
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【会計方針の変更等】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取
得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　１  受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形割引高 126百万円 69百万円

受取手形裏書譲渡高 52百万円 19百万円

　

※２  包括代理受注契約に基づく取引残高

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

未収入金 5,458百万円 3,440百万円

未払金 6,346百万円 4,604百万円

包括代理受注契約とは、請負者の代理人として契約し、その権利・義務を承継する取引であります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償

却額は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

減価償却費 51百万円 112百万円

のれんの償却額 －百万円 13百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日
定時株主総会

普通株式 249 13.00平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金

　

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日
定時株主総会

普通株式 326 15.00平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

　

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６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

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

システム・ソ
リューション事

業

電子デバイス・
コンポーネント

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 10,970 3,435 14,406 14,406 － 14,406

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 10,970 3,435 14,406 14,406 － 14,406

セグメント利益 416 98 515 515 △350 164

(注) １　セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しない親会社本社の総務部門等管理部門に係る経費であり

ます。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２.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）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６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

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

システム・ソ
リューション事

業

電子デバイス・
コンポーネント

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 12,809 2,555 15,365 15,365 － 15,365

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 12,809 2,555 15,365 15,365 － 15,365

セグメント利益又は
損失（△）

630 △12 617 617 △447 170

(注) １　セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに帰属しない親会社本社の総務部門等管理部門に係る経

費であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２.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）

いずれの報告セグメントにも配分されていない将来の使用が見込まれ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。なお、当

該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては34百万円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

　

３.報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
  至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 8.99円 3.69円

(算定上の基礎) 　 　 　

四半期純利益金額 (百万円) 172 80

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額 (百万円) 172 80

普通株式の期中平均株式数 (千株) 19,206 21,781

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月７日

八洲電機株式会社

取締役会  御中

　

有限会社　あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    平    井        　清    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    河    合    宏    幸    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている八洲
電機株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平
成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６
月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、八洲電機株式会社及び連結子会社の平成24年
６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

八洲電機株式会社(E02812)

四半期報告書

17/17


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	会計方針の変更等
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

