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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103期

第１四半期
連結累計期間

第104期
第１四半期
連結累計期間

第103期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 (百万円) 18,353 18,131 86,159

経常利益 (百万円) 1,397 1,340 7,426

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 541 539 3,803

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 287 860 5,053

純資産額 (百万円) 48,950 55,023 55,347

総資産額 (百万円) 84,310 86,902 92,206

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 11.90 11.06 80.65

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 10.96 10.91 76.97

自己資本比率 (％) 46.4 51.3 48.3
 

(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。

 
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）が営む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。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、報告セグメントの変更を行っております。詳細は「第４ 経理の状況

１ 四半期連結財務諸表 (セグメント情報等) セグメント情報 」の「Ⅱ　２　報告セグメントの変更等に関する事

項」を参照ください。
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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、

投資家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) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や、雇用・所得環境の改善もあり、緩やかな

回復基調が続いております。先行きについても、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に懸念もありま

すが、各種政策効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されております。

　当社グループの経営環境は、計測制御機器事業において、国内の小売り電力の全面自由化等、電力改革の動きは

進展しておりますが、原子力発電所の再稼働問題は未だ混沌とした状況にある等、不透明感が払拭されたわけでは

ありません。一方、スマートメーターは本格的な普及期に突入し、高レベルの需要が継続しております。また、海

外向けの電力量計市場は、オセアニア地区を中心に安定的に推移しておりますが、英国のスマートメータープロ

ジェクトや新興国の一部については、当期後半から需要拡大が見込まれる状況になっております。

　この様な経営環境のもと、当社グループは販売促進活動ならびに原価低減活動を推進するなど売上の拡大と経営

効率化に取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。

　連結売上高につきましては、主力の電力量計の売上高は堅調に推移しましたが、スマートメーターの普及に伴い

終息する製品の売上高が減少したこと等により前年同四半期比１．２％減の１８１億３千１百万円となりました。

　利益面につきましては、売上高が減少したこと等により営業利益は前年同四半期比２２．５％減の１１億９千６

百万円となりました。経常利益は、前年同四半期に発生した子会社株式取得関連費用が無くなったこと等により前

年同四半期比４．１％減に止まり１３億４千万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、非支配株主に帰属する

四半期純利益が減少したこと等により前年同四半期比０．３％減の５億３千９百万円となりました。
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セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、当第１四半期連結累計期間より、報告セグメントの区分を変更しておりますので、以下の前年同期比較

については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

 

① 計測制御機器事業

当事業は、国内電力会社向けのスマートメーターは増加いたしましたが、機械式電力量計やタイムスイッ

チ等の終息製品、配・分電盤等の売上高が減少いたしました。この結果、売上高は前年同四半期比１．２％

減の１７９億４百万円となりました。営業利益は、配・分電盤の売上高が減少したこと等により前年同四半

期比２２．６％減の１２億２千７百万円となりました。

 

② その他

当事業の売上高は前年同四半期比２３．７％減の２億６千４百万円、営業損失は前年同四半期比１千７百

万円増加し３千３百万円となりました。

 

なお、セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高３千７百万円を含めて表示しておりま

す。また、上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産が１０億５千４百万円増加しましたが、現金及び預金が１５

億５千１百万円、受取手形及び売掛金が４２億３千万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度と比較し

て５３億３百万円減少し、８６９億２百万円となりました。

　負債は、支払手形及び買掛金・電子記録債務が１４億４千万円、長・短借入金が１３億８千８百万円、未払法人

税等が９億７百万円、流動負債の「その他」が１１億３千万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度と

比較して４９億８千万円減少し、３１８億７千９百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金の減少４千５百万円、その他有価証券評価差額金の増加２億７千９百万円、為替換算調整

勘定の減少２億円、非支配株主持分の減少３億５千３百万円等により、前連結会計年度と比較して３億２千３百万

円減少し、５５０億２千３百万円となりました。

　なお自己資本比率は、前連結会計年度と比較して３．０ポイント増加し、５１．３％となりました。

 

(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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更、及び新たに生じた課

題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は８億２千９百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 100,000,000

計 100,000,000
 

 

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29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月10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 49,267,180 49,267,180
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。(注)２

計 49,267,180 49,267,180 ― ―
 

(注)　１ 提出日現在発行数には、平成29年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

　 発行された株式数は、含まれておりません。

２ 平成29年４月20日開催の取締役会決議により、平成29年８月１日付で単元株式数の変更に伴う定款の変

　 更を行い、単元株式数は100株となっております。

　　　

(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

(株)

発行済株式
総数残高
(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29年４月１日～
平成29年６月30日

― 49,267,180 ― 7,965 ― 8,047

 

 
(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】

① 【発行済株式】

平成29年６月30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 461,000

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

48,523,000
48,523 ―

単元未満株式 普通株式 283,180
 

―
１単元（1,000株）未満の株式

(注)１

発行済株式総数 49,267,180 ― ―

総株主の議決権 ― 48,523 ―
 

(注)　１ 平成29年４月20日開催の取締役会決議により、平成29年８月１日付で単元株式数の変更に伴う定款の変　

　　更を行い、単元株式数は100株となっております。

２ 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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29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。

 

② 【自己株式等】

平成29年６月30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）
大崎電気工業株式会社

東京都品川区東五反田
２丁目10番２号

461,000 ─ 461,000 0.93

計 ― 461,000 ─ 461,000 0.93
 

 

 

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29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人原会計事務所により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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 12,151 10,599

  預け金 3,293 2,994

  受取手形及び売掛金 18,913 14,683

  商品及び製品 6,608 7,495

  仕掛品 2,048 2,326

  原材料及び貯蔵品 5,713 5,603

  その他 3,140 2,724

  貸倒引当金 △432 △436

  流動資産合計 51,436 45,989

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 9,966 9,969

   土地 13,018 13,018

   その他（純額） 6,357 6,216

   有形固定資産合計 29,342 29,205

  無形固定資産   

   のれん 997 943

   その他 795 850

   無形固定資産合計 1,792 1,793

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,940 6,328

   退職給付に係る資産 938 927

   その他 2,757 2,660

   貸倒引当金 △2 △1

   投資その他の資産合計 9,635 9,913

  固定資産合計 40,770 40,913

 資産合計 92,206 86,902
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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１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 8,942 7,523

  電子記録債務 3,625 3,604

  短期借入金 4,120 2,860

  未払法人税等 1,541 634

  賞与引当金 1,698 1,543

  役員賞与引当金 54 16

  製品保証引当金 50 50

  その他 7,577 6,447

  流動負債合計 27,611 22,680

 固定負債   

  長期借入金 2,838 2,709

  役員退職慰労引当金 123 113

  退職給付に係る負債 2,052 2,081

  繰延税金負債 2,720 2,849

  その他 1,512 1,442

  固定負債合計 9,247 9,198

 負債合計 36,859 31,879

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,965 7,965

  資本剰余金 8,719 8,719

  利益剰余金 25,164 25,118

  自己株式 △297 △297

  株主資本合計 41,553 41,506

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,567 1,847

  為替換算調整勘定 1,175 975

  退職給付に係る調整累計額 267 265

  その他の包括利益累計額合計 3,010 3,087

 新株予約権 405 405

 非支配株主持分 10,377 10,023

 純資産合計 55,347 55,023

負債純資産合計 92,206 86,902
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 18,353 18,131

売上原価 12,809 12,945

売上総利益 5,544 5,186

販売費及び一般管理費 4,000 3,990

営業利益 1,543 1,196

営業外収益   

 受取利息 6 5

 受取配当金 62 91

 負ののれん償却額 39 -

 為替差益 - 96

 その他 60 33

 営業外収益合計 168 227

営業外費用   

 支払利息 37 33

 固定資産除却損 8 16

 デリバティブ評価損 29 26

 為替差損 76 -

 子会社株式取得関連費用 159 -

 その他 4 6

 営業外費用合計 314 82

経常利益 1,397 1,340

税金等調整前四半期純利益 1,397 1,340

法人税、住民税及び事業税 419 398

法人税等調整額 117 158

法人税等合計 536 557

四半期純利益 860 783

非支配株主に帰属する四半期純利益 319 243

親会社株主に帰属する四半期純利益 541 539
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 860 783

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △287 279

 為替換算調整勘定 △282 △200

 退職給付に係る調整額 △3 △1

 持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

 その他の包括利益合計 △573 76

四半期包括利益 287 860

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △31 616

 非支配株主に係る四半期包括利益 319 243
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　　 該当事項はありません。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　　 該当事項はありません。

 

(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。)、のれんの償却額及び負のの

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28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 604百万円 649百万円

のれんの償却額 50 49

負ののれんの償却額 △39 ―
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28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28年６月29日
定時株主総会

普通株式 269 6.00 平成28年３月31日 平成28年６月30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。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

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29年４月１日　至　平成29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29年６月29日
定時株主総会

普通株式 585 12.00 平成29年３月31日 平成29年６月30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。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

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28年４月１日 至 平成28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

その他
(注)１

計
調整額
(注)２

四半期連結損益
計算書計上額計測制御

機器事業

売上高      

  外部顧客への売上高 18,110 243 18,353 ― 18,353

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6 104 110 △110 ―

計 18,116 347 18,463 △110 18,353

セグメント利益又は損失（△）
(営業利益又は営業損失(△))

1,587 △15 1,571 △27 1,543
 

(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、FPD関連装置事業、不動産事業を

　含んでおります。

　　２　セグメント利益又は損失(△)の調整額は、固定資産の調整額であります。 

 

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

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29年４月１日 至 平成29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

その他
(注)１

計
調整額
(注)２

四半期連結損益
計算書計上額計測制御

機器事業

売上高      

  外部顧客への売上高 17,895 236 18,131 ― 18,131

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

8 28 37 △37 ―

計 17,904 264 18,169 △37 18,131

セグメント利益又は損失（△）
(営業利益又は営業損失(△))

1,227 △33 1,194 2 1,196
 

(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、FPD関連装置事業、不動産事業を

　含んでおります。

　　２　セグメント利益又は損失(△)の調整額は、固定資産の調整額であります。 

 
２　報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度において報告セグメントとしていた「FPD関連装置事業」及び「不動産事業」は、収益性、総資産

の観点から重要性が低下したことにより、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。なお、前第１四

半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントに基づき作成したものを開示

しております。

 
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。
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(金融商品関係)

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。

     

(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並びに潜在株式調整後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。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
 至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
 至　平成29年６月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額 11円90銭 11円06銭

　（算定上の基礎）   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 541 539

　　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額(百万円)
541 539

　　普通株式の期中平均株式数(千株) 45,465 48,805

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 10円96銭 10円91銭

　（算定上の基礎）   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

　　普通株式増加数(千株) 3,893 639
 

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。
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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29年８月９日

大崎電気工業株式会社

取締役会  御中

 

監査法人　原　会計事務所
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　松　　木　　良　　幸　　印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士　　六　本　木　　浩　嗣　　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」に掲げられている大崎電気工業株

式会社の平成29年４月１日から平成30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29年４月１日から

平成29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29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、大崎電気工業株式会社及び連結子会社の平成29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　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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