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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第３四半期 18,366 △38.6 △2,345 － △2,346 － △3,261 －

28年３月期第３四半期 29,910 △21.1 4,250 △46.5 4,255 △47.9 2,999 △43.4
(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 △3,272百万円( －％) 28年３月期第３四半期 2,561百万円(△59.3％)
　

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

29年３月期第３四半期 △80.70 －

28年３月期第３四半期 74.21 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第３四半期 31,644 12,444 39.3

28年３月期 36,823 16,363 44.4
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 12,444百万円 28年３月期 16,363百万円
　　　

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

28年３月期 － 8.00 － 8.00 16.00

29年３月期 － 8.00 －

29年３月期(予想) 0.00 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 ： 有
　　　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 27,000 △31.0 △2,600 － △2,700 － △4,300 － △106.39
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 無

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) 29年３月期３Ｑ 40,502,649株 28年３月期 40,502,649株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 84,992株 28年３月期 84,867株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 40,417,741株 28年３月期３Ｑ 40,417,823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ありますが、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に対するレビュー手続きは終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想につきましては、本資料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、今後様々な
要因によって予想値と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）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国では雇用環境の改善や個人消費の増加に

より景気回復が続きましたが、大統領選後の為替の円安方向への急激な変動や、欧州での英国EU

離脱問題、中国をはじめとした新興国での景気減速など、先行き不透明な状況が続きました。わ

が国経済においても、緩やかな持ち直しの動きがあるものの、世界経済に起因する先行き不透明

感が漂いました。

このような経営環境のもと、当社グループでは、低迷が続く国内太陽光発電市場において、引

き続き需要のある高圧連系案件への太陽光発電用パワーコンディショナの拡販を進めております。

しかしながら、当社シェアが大きい低圧連系案件の減速影響が大きく、また競争環境の激化に伴

う販売単価の下落もあり、当第３四半期連結累計期間の売上高は18,366百万円（前年同期比38.6

％減）、営業損失は2,345百万円（前年同期は営業利益4,250百万円）、経常損失は2,346百万円

（前年同期は経常利益4,255百万円）、繰延税金資産の取崩しもあり、親会社株主に帰属する四半

期純損失は3,261百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益2,999百万円）となりま

した。

当第３四半期連結累計期間のセグメントごとの業績は次のとおりであります。

①変成器事業

変成器事業は、前年下期のＭ＆Ａによる新規連結子会社の売上が増加したものの、のれんの償

却など経費増により、売上高は7,045百万円（前年同期比4.1％増）、営業利益は322百万円（前年

同期比43.8％減）となりました。

②電源機器事業

電源機器事業は、国内太陽光発電市場の後退、特に低圧連系案件での減速により、太陽光発

電用パワーコンディショナが減少し、売上高は11,320百万円（前年同期比51.1％減）、営業損

失は2,495百万円（前年同期は営業利益4,301百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は31,644百万円となり、前連結会計年度末に比べて

5,179百万円減少しました。これは主として、現預金が3,278百万円、売上債権が1,944百万円それ

ぞれ減少したことによるものであります。

負債は19,199百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,259百万円減少しました。これは主と

して、仕入債務が3,080百万円減少し、有利子負債が2,752百万円増加したことによるものであり

ます。

純資産は12,444百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,919百万円減少しました。これは主

として、親会社株主に帰属する四半期純損失3,261百万円の計上と646百万円の配当の実施による

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28年10月24日に公表しました平成29年３月期の連結業績予想及び平成28年５月11日に公表し

ました配当予想は、本資料及び本日広報の「業績予想及び配当予想の修正並びに経営改善策に関

するお知らせ」において修正しております。詳細につきましては、「業績予想及び配当予想の修

正並びに経営改善策に関するお知らせ」をご覧下さい。

連結業績予想（通期）

売上高 27,000百万円 (前期比 31.0％減）

営業損失 2,600百万円 (前期は4,916百万円の営業利益）

経常損失 2,700百万円 (前期は4,704百万円の経常利益）

親会社株主に帰属

する当期純損失
4,300百万円 (前期は3,181百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）

　

下期の為替レートは１ドル110円を前提としております。
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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

　会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法

の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会

計期間に適用し、平成28年４月１日以降に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を

定率法から定額法に変更しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であり

ます。

　

（４）追加情報

　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28

日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,737 2,458

受取手形及び売掛金 6,815 4,835

電子記録債権 67 103

商品及び製品 5,527 5,774

仕掛品 375 821

原材料及び貯蔵品 3,755 3,570

その他 2,408 1,061

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 24,688 18,625

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 3,930 3,797

その他（純額） 3,937 4,226

有形固定資産合計 7,868 8,024

無形固定資産

のれん 733 571

その他 1,069 1,192

無形固定資産合計 1,802 1,764

投資その他の資産

投資有価証券 1,529 1,678

その他 934 1,552

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,463 3,229

固定資産合計 12,133 13,018

繰延資産 1 0

資産合計 36,823 31,644
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,824 2,965

電子記録債務 3,600 1,378

短期借入金 1,828 5,188

1年内償還予定の社債 60 60

1年内返済予定の長期借入金 919 683

リース債務 130 82

未払法人税等 140 18

賞与引当金 357 146

役員賞与引当金 25 －

製品保証引当金 454 345

その他 3,031 2,488

流動負債合計 14,374 13,359

固定負債

社債 90 60

長期借入金 1,270 1,030

リース債務 114 60

退職給付に係る負債 772 685

長期前受収益 3,253 3,170

その他 584 833

固定負債合計 6,085 5,840

負債合計 20,459 19,199

純資産の部

株主資本

資本金 3,611 3,611

利益剰余金 13,312 9,403

自己株式 △21 △21

株主資本合計 16,902 12,993

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △8 55

繰延ヘッジ損益 △9 △29

為替換算調整勘定 △428 △496

退職給付に係る調整累計額 △92 △78

その他の包括利益累計額合計 △538 △549

純資産合計 16,363 12,444

負債純資産合計 36,823 31,644
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 29,910 18,366

売上原価 20,755 16,134

売上総利益 9,155 2,231

販売費及び一般管理費 4,904 4,577

営業利益又は営業損失（△） 4,250 △2,345

営業外収益

受取利息 5 2

受取配当金 6 5

為替差益 94 －

持分法による投資利益 32 79

その他 20 45

営業外収益合計 159 132

営業外費用

支払利息 57 50

為替差損 － 53

支払手数料 62 7

その他 34 21

営業外費用合計 154 133

経常利益又は経常損失（△） 4,255 △2,346

特別利益

補助金収入 155 －

固定資産売却益 7 －

特別利益合計 163 －

特別損失

固定資産除売却損 3 5

投資有価証券評価損 78 －

特別損失合計 81 5

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

4,337 △2,352

法人税、住民税及び事業税 1,073 137

法人税等調整額 266 771

法人税等合計 1,340 909

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,997 △3,261

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1 －

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

2,999 △3,261
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,997 △3,261

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13 64

繰延ヘッジ損益 △38 △20

為替換算調整勘定 △360 △18

退職給付に係る調整額 10 13

持分法適用会社に対する持分相当額 △61 △50

その他の包括利益合計 △436 △10

四半期包括利益 2,561 △3,272

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,562 △3,272

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 －
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（３）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）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12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
調整額
（注１）

四半期
連結損益計算書
計上額（注２）変成器事業 電源機器事業 計

売上高

外部顧客への売上高 6,765 23,145 29,910 － 29,910

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,487 － 2,487 △2,487 －

計 9,253 23,145 32,398 △2,487 29,910

セグメント利益 574 4,301 4,875 △624 4,250

(注) １．セグメント利益の調整額△624百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

　 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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12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
調整額
（注１）

四半期
連結損益計算書
計上額（注２）変成器事業 電源機器事業 計

売上高

外部顧客への売上高 7,045 11,320 18,366 － 18,366

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,107 － 1,107 △1,107 －

計 8,153 11,320 19,473 △1,107 18,366

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

322 △2,495 △2,172 △172 △2,345

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△172百万円は、各報告セグメントに配分していない

全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

　 ２．セグメント利益又はセグメント損失は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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