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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,650 15.2 158 5.1 171 9.6 129 △10.8

23年3月期第1四半期 1,433 75.1 150 ― 156 ― 144 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 102百万円 （6.8％） 23年3月期第1四半期 96百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 14.83 ―

23年3月期第1四半期 16.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,808 7,518 76.2
23年3月期 9,623 7,590 78.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,474百万円 23年3月期  7,546百万円

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23年３月期期末配当金の内訳  普通配当 15円00銭  記念配当 5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

23年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,580 15.6 350 9.2 350 13.1 260 △26.9 29.84
通期 7,500 7.4 880 5.1 880 11.6 510 △42.8 58.53



(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  ：  有  
（注）詳細は、３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、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仮定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、３ページ
「１．当四半期決算に関する定性的情報（３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 9,900,000 株 23年3月期 9,900,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,187,073 株 23年3月期 1,187,073 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,712,927 株 23年3月期1Q 8,776,513 株



 

 菊水電子工業株式会社（6912）平成24年３月期 第１四半期決算短信 
 

 

― 1 ― 

○添付資料の目次 

 

 １．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2 

 （1）連結経営成績に関する定性的情報……………………………………………………………………………2 

 （2）連結財政状態に関する定性的情報……………………………………………………………………………3 

 （3）連結業績予想に関する定性的情報……………………………………………………………………………3 

 

 ２．サマリー情報（その他）に関する情報 ………………………………………………………………………3 

 （1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動………………………………………………………3 

 （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用………………………………………………………3 

 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示……………………………………………………3 

 

 ３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………………………………3 

 

 ４．四半期連結財務諸表等 …………………………………………………………………………………………4 

 （1）四半期連結貸借対照表…………………………………………………………………………………………4 

 （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……………………………………………………6 

 （3）継続企業の前提に関する注記…………………………………………………………………………………8 

 （4）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記…………………………………………………………8 

 

菊水電子工業株式会社（6912）平成24年３月期　第１四半期決算短信

― 1 ―



 

 菊水電子工業株式会社（6912）平成24年３月期 第１四半期決算短信 
 

 

― 2 ― 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（1）連結経営成績に関する定性的情報 
   当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災による電力不足やサプライチェー

ン寸断などの影響により企業の生産活動が大幅に減速し、また中国や欧州など世界経済の減速懸念の

高まりなどにより景気の先行きは不透明な状況となっております。 

一方、当社グループが属する電子計測器、電源機器等の業界においては、電子デバイス関連市場や

環境・エネルギー関連市場が引き続き堅調に推移し、当社グループは、これらの市場に積極的なソリ

ューション営業活動を行うと共に、原価低減と経費節減に努力を重ねてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は16億５千万円（前年同四半期比15.2％増）、営業

利益は１億５千８百万円（前年同四半期比5.1％増）、経常利益は１億７千１百万円（前年同四半期比

9.6％増）、四半期純利益は１億２千９百万円（前年同四半期比10.8％減）となりました。 

 

   なお、当社グループにおける製品群別事業概況は、次のとおりであります。 

 

  《電子計測器群》 

    中国や東南アジアを中心に、環境・エネルギー関連市場において電子部品関連での設備投資が続

き、耐電圧試験器をはじめとする安全関連試験器に動きが見られました。 

以上の結果、売上高は４億４千６百万円（前年同四半期比26.4％増）となりました。 

 

  《電源機器群》 

    環境・エネルギー関連市場において自動車の評価設備に交流電源と電子負荷装置の動きが見られ、

節電対策関連に汎用性の高い電源機器全般で動きが見られました。 

以上の結果、売上高は11億３千６百万円（前年同四半期比13.0％増）となりました。 

 

  《サービス・部品等》 

サービス・部品等につきましては、特記すべき事項はありません。 

当該サービス・部品等の売上高は、６千８百万円（前年同四半期比8.6％減）となりました。 

 

   また、上記に含まれる海外市場の事業概況は以下のとおりであります。 

 

  《海外市場》 

    海外では、新興国の需要増に対応した投資活動が見られ、全般的に拡大基調で推移いたしました。 

このような情勢の中、販路の育成を行い新製品で市場開拓を積極的に推進いたしました結果、主

力の安全試験器と交流電源の売上が好調に推移いたしました。 

以上の結果、海外売上高は４億９千万円（前年同四半期比8.3％増）となりました。 
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（2）連結財政状態に関する定性的情報 
   当第１四半期連結会計期間の総資産は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金が減少したものの、

たな卸資産及び有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ１億８千４百万円増加し、98

億８百万円となりました。 

   負債は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ２億５千６百万円増加し、22

億８千９百万円となりました。 

   純資産は、四半期純利益の計上により増加したものの、剰余金の配当等により、前連結会計年度末

に比べ７千１百万円減少し、75億１千８百万円となりました。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 
当期の予想につきましては、本資料の公表時点において、平成 23年５月 13 日に「平成 23年３月期 

決算短信」にて公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する情報 

（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 

   法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経

営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、

将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法

によっております。 

 

（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。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表等 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,785,811 1,635,369

受取手形及び売掛金 1,815,270 1,679,646

有価証券 100,120 100,140

商品及び製品 495,097 648,819

仕掛品 368,136 453,518

原材料及び貯蔵品 510,730 629,745

その他 345,592 435,374

貸倒引当金 △148 △143

流動資産合計 5,420,611 5,582,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 675,971 749,743

土地 1,697,460 1,657,460

その他（純額） 202,750 226,637

有形固定資産合計 2,576,183 2,633,841

無形固定資産 41,200 45,506

投資その他の資産   

投資有価証券 1,032,642 984,114

その他 555,175 564,554

貸倒引当金 △2,015 △2,015

投資その他の資産合計 1,585,802 1,546,653

固定資産合計 4,203,185 4,226,001

資産合計 9,623,797 9,808,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 641,892 795,983

未払法人税等 32,233 85,643

賞与引当金 204,521 86,687

役員賞与引当金 30,000 7,164

製品保証引当金 23,201 21,716

災害損失引当金 9,831 －

その他 336,140 556,050

流動負債合計 1,277,819 1,553,245

固定負債   

退職給付引当金 138,577 133,776

役員退職慰労引当金 7,769 7,869

その他 609,565 594,874

固定負債合計 755,912 736,520

負債合計 2,033,731 2,289,766
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,250 2,201,250

資本剰余金 2,737,648 2,737,648

利益剰余金 3,079,223 3,034,135

自己株式 △512,396 △512,396

株主資本合計 7,505,724 7,460,636

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 81,894 52,328

為替換算調整勘定 △41,143 △38,541

その他の包括利益累計額合計 40,750 13,787

少数株主持分 43,590 44,280

純資産合計 7,590,065 7,518,704

負債純資産合計 9,623,797 9,808,471
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 1,433,706 1,650,955

売上原価 701,449 805,852

売上総利益 732,256 845,103

販売費及び一般管理費 581,426 686,557

営業利益 150,829 158,546

営業外収益   

受取利息 451 459

受取配当金 9,979 14,142

その他 1,590 3,806

営業外収益合計 12,021 18,408

営業外費用   

支払利息 1,050 1,050

売上割引 3,826 3,162

その他 1,409 1,118

営業外費用合計 6,285 5,331

経常利益 156,565 171,623

特別利益   

貸倒引当金戻入額 141 －

固定資産売却益 151 －

特別利益合計 293 －

特別損失   

固定資産除却損 － 5,941

投資有価証券評価損 10,101 －

特別損失合計 10,101 5,941

税金等調整前四半期純利益 146,757 165,682

法人税等 1,396 35,821

少数株主損益調整前四半期純利益 145,360 129,861

少数株主利益 484 690

四半期純利益 144,876 129,170
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 145,360 129,861

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47,783 △29,565

為替換算調整勘定 △1,259 2,601

その他の包括利益合計 △49,043 △26,963

四半期包括利益 96,316 102,897

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 95,832 102,207

少数株主に係る四半期包括利益 484 690
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 (3) 継続企業の前提に関する注記 

    当第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） 

     該当事項はありません。 

 

 (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    当第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） 

     該当事項はありません。 
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