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(百万円未満切捨て) 

１．平成26年２月期第２四半期の連結業績(平成25年３月１日～平成25年８月31日) 

(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２月期第２四半期 37,034 1.6 728 △33.7 1,344 △4.3 647 △28.8 

25年２月期第２四半期 36,451 △6.1 1,098 △21.0 1,405 △9.2 909 △1.6 
（注）包括利益 26年２月期第２四半期3,051百万円（185.5％）25年２月期第２四半期1,068百万円（△22.3％） 

 
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２月期第２四半期 20.54 － 

25年２月期第２四半期 28.84 － 

 

(2) 連結財政状態 

 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２月期第２四半期 76,189 37,637 48.0 1,158.44 

25年２月期 72,672 34,697 46.4 1,069.76 
(参考) 自己資本  26年２月期第２四半期 36,542百万円 25年２月期 33,745百万円 

 

２．配当の状況 

 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２月期 － 2.50 － 4.50 7.00 

26年２月期 － 4.00    

26年２月期(予想)    － 4.00 8.00 

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

 

３．平成26年２月期の連結業績予想(平成25年３月１日～平成26年２月28日) 
(％表示は、対前期増減率) 

 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 75,500 5.4 2,300 88.8 2,700 26.0 2,000 27.8 63.40 

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 
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※ 注記事項 

 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(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 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 

② ①以外の会計方針の変更 ：無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有 

④ 修正再表示 ：無 

  

(4) 発行済株式数(普通株式)  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年２月期第２Ｑ 31,894,554株 25年２月期 31,894,554株 

② 期末自己株式数 26年２月期第２Ｑ 349,775株 25年２月期 349,525株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年２月期第２Ｑ 31,544,865株 25年２月期第２Ｑ 31,545,203株 
 

※ 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はありますが、この四

半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しています。 

 

※ 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予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可

能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値とは異なる場
合があります。 
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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いた反面、中国など新興国

では経済成長が鈍化する傾向が見られました。米国では、企業業況が改善し、雇用も順調に拡大しまし

たが、期の後半に設備投資や個人消費などが伸び悩む局面もありました。欧州では、ドイツやフランス

などが高成長であったことに加えて、南欧諸国も景気悪化のペースが大幅に改善したことにより、欧州

全体がプラス成長に転じ、景気後退に歯止めがかかる状況となりました。アジア経済は、内需・外需の

回復の遅れにより、中国やインドで成長率が低下するなど、停滞傾向が続きました。これを受け、わが

国経済もアジア向けの輸出が減少しましたが、公共投資や個人消費が引き続き好調であったことから、

景気の回復が進みました。 

このような経済環境の中、当社グループの主要なマーケットであります舶用事業の分野では、商船市

場は新船建造、リプレース（換装）とも需要の停滞傾向が続きました。プレジャーボート市場も小型艇

など一部で需要の回復傾向がみられたものの、当社グループの主要な販売対象である中大型艇は欧州景

気低迷などの影響を受け、需要が伸び悩みました。当第２四半期連結累計期間の米ドル及びユーロの平

均為替レートはそれぞれ92円及び124円であり、前年同期に比べ米ドルは約16％、ユーロは約20％の円安

水準で推移しました。 

当社グループにおきましては、上記の市場環境の下で販売拡大に精力的に取り組みましたが、舶用事

業は漁業市場向けで大幅に売上を伸ばした一方で、商船市場向けやプレジャーボート市場向けでは売上

が伸び悩みました。また、産業用事業はETC車載器などの売上が減少しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は370億３千４百万円(前年同期比1.6％増)、売上

総利益は130億５千３百万円(前年同期比8.8％増)となりました。一方、販売費及び一般管理費が、研究

開発費の増加などにより前年同期に比べ約13％増加したため、営業利益は７億２千８百万円(前年同期比

33.7％減)となりました。また、為替差損益の影響等により、営業外収支が前年同期に比べ３億９百万円

改善したため、経常利益は13億４千４百万円(前年同期比4.3％減)、四半期純利益は６億４千７百万円

(前年同期比28.8％減)となりました。 
 

 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。セグメント利益又は損失は、営業利益（又は営業損

失）ベースの数値であります。 

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの変更等を行っており、前第２四半期連結累計期

間のセグメント情報を当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成し、前年同期比

を算出しております。 

 

 

① 舶用事業 

舶用事業の分野では、漁業市場向けの売上が全ての地域で増加しました。商船市場向けの売上は欧州

で増加しましたが、アジアや国内で減少し、市場全体でも減少しました。プレジャーボート市場向けの

売上は、米国では増加しましたが、景気の低迷が続く欧州では減少しました。この結果、舶用事業の売

上高は299億８千４百万円(前年同期比2.0％増)、セグメント利益は９億６千２百万円(前年同期比45.3％

減)となりました。 

 

②産業用事業 

産業用事業の分野では、医療機器は生化学分析装置の小型機は売上が増加したものの、大型機の売上

が減少しました。GPS機器は全般的に低調で売上が減少しました。また、ETC車載器も売上が減少しまし

た。この結果、産業用事業の売上高は59億６千６百万円（前年同期比0.5％増）、セグメント損失は３億

３千８百万円(前年同期のセグメント損失は６億８千８百万円)となりました。 

 

③その他 

その他の売上高は10億８千３百万円（前年同期比2.1％減）、セグメント利益は１億９百万円(前年同

期のセグメント利益は４百万円)となりました。 
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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 

（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、第１四半期連結会計期間より、平成25年３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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽微であります。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,752 11,656

受取手形及び売掛金 18,805 19,707

商品及び製品 15,683 15,755

仕掛品 3,105 3,643

原材料及び貯蔵品 5,086 5,203

繰延税金資産 292 301

その他 2,365 1,908

貸倒引当金 △234 △290

流動資産合計 54,856 57,885

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,038 4,134

機械装置及び運搬具（純額） 610 684

土地 3,782 3,805

その他（純額） 634 917

有形固定資産合計 9,065 9,543

無形固定資産   

のれん 90 79

その他 3,003 3,023

無形固定資産合計 3,093 3,103

投資その他の資産   

投資有価証券 2,443 2,677

繰延税金資産 1,545 1,401

その他 1,893 1,769

貸倒引当金 △226 △191

投資その他の資産合計 5,656 5,656

固定資産合計 17,815 18,303

資産合計 72,672 76,189
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,136 12,273

短期借入金 4,131 7,064

1年内返済予定の長期借入金 1,061 1,017

未払法人税等 416 487

賞与引当金 1,389 1,351

製品保証引当金 1,069 1,019

その他 4,670 4,670

流動負債合計 25,874 27,883

固定負債   

長期借入金 6,723 6,192

長期未払金 1,262 702

繰延税金負債 59 66

退職給付引当金 3,352 2,972

その他 702 734

固定負債合計 12,100 10,667

負債合計 37,974 38,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,534 7,534

資本剰余金 10,074 10,074

利益剰余金 19,952 20,458

自己株式 △179 △179

株主資本合計 37,382 37,887

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 406 583

為替換算調整勘定 △4,042 △1,928

その他の包括利益累計額合計 △3,636 △1,345

少数株主持分 951 1,094

純資産合計 34,697 37,637

負債純資産合計 72,672 76,189
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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24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 36,451 37,034

売上原価 24,448 23,980

売上総利益 12,002 13,053

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 23 33

給料及び賃金 3,416 3,934

賞与引当金繰入額 653 689

退職給付費用 333 230

研究開発費 2,208 2,858

減価償却費 296 392

その他 3,971 4,186

販売費及び一般管理費合計 10,904 12,325

営業利益 1,098 728

営業外収益   

受取利息 23 14

受取配当金 43 29

保険解約返戻金 53 25

為替差益 37 417

その他 334 209

営業外収益合計 493 696

営業外費用   

支払利息 81 58

違約金損失 95 －

その他 9 21

営業外費用合計 186 80

経常利益 1,405 1,344

特別利益   

固定資産売却益 4 5

投資有価証券売却益 3 14

その他 0 2

特別利益合計 8 22

特別損失   

投資有価証券評価損 178 135

減損損失 17 12

その他 0 1

特別損失合計 196 150

税金等調整前四半期純利益 1,216 1,216

法人税、住民税及び事業税 187 446

法人税等調整額 82 69

法人税等合計 269 516

少数株主損益調整前四半期純利益 947 699

少数株主利益 37 51

四半期純利益 909 647
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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24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 947 699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20 177

為替換算調整勘定 100 2,173

その他の包括利益合計 121 2,351

四半期包括利益 1,068 3,051

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,016 2,939

少数株主に係る四半期包括利益 52 111
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(３) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(４) セグメント情報等 

前第２四半期連結累計期間（自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31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 
その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 
舶用事業 産業用事業 計 

売上高        

  外部顧客への

売上高 
29,406 5,938 35,344 1,106 36,451 － 36,451 

  セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

31 104 136 363 500 △500 － 

計 29,438 6,043 35,481 1,470 36,951 △500 36,451 

セグメント利益

又は損失（△） 
1,758 △688 1,070 4 1,074 23 1,098 

(注)１ 「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、ハンディターミナル事

業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３ 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。 

 

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 

(単位：百万円) 

 報告セグメント 

その他 合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 舶用事業 産業用事業 計 

減損損失 － 8 8 － 8 9 17 
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当第２四半期連結累計期間(自  平成25年３月１日  至  平成25年８月31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 
その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 
舶用事業 産業用事業 計 

売上高        

  外部顧客への

売上高 
29,984 5,966 35,950 1,083 37,034 － 37,034 

  セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

1 92 93 366 460 △460 － 

計 29,985 6,058 36,043 1,450 37,494 △460 37,034 

セグメント利益

又は損失（△） 
962 △338 623 109 733 △5 728 

(注)１ 「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、ハンディターミナル事

業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３ 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。 

 

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 

(単位：百万円) 

 報告セグメント 

その他 合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 舶用事業 産業用事業 計 

減損損失 － 12 12 － 12 － 12 

  

３  報告セグメントの変更等に関する情報 

第１四半期連結会計期間より、「その他」に含まれておりました航空機用電子装置事業について、当社グ

ループの管理体制の変更を行ったことに伴い、事業セグメントの区分を「産業用事業」に変更しておりま

す。また、「舶用事業」に含まれておりました一部の子会社について、舶用事業との関連性が乏しくなった

ことに伴い、報告セグメントの区分を「その他」に変更しております。さらに、基幹システムを変更したこ

とにより、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を変更し、調整額に含めておりました本社管理部門の

一般管理費を「舶用事業」及び「産業用事業」に配賦しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法及び配賦基準に基づき作成して

おります。 

 

 

(５) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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