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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％

25年３月期第１四半期  2,842 △20.1 △510 － △533  － △543 －

24年３月期第１四半期  3,558  17.3 △415 － △417  － △421 －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △594百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △447百万円 （ ％） －

  
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

25年３月期第１四半期 △44.92 －

24年３月期第１四半期 △34.81 －

  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

25年３月期第１四半期  18,869  7,223  37.8  589.07

24年３月期  22,959  7,926  34.1  647.20

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 7,128百万円   24年３月期 7,832百万円 

  
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 
24年３月期  － 0.00 － 9.00  9.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   0.00 － 8.00  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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  8,100  △1.1 △450 － △480 －  △500  － △41.32

通期  20,000  0.9  220 －  170 －  120  －  9.92

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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

（注）詳細は、[添付資料]P.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 12,382,000株 24年３月期 12,382,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 280,488株 24年３月期 280,438株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 12,101,537株 24年３月期１Ｑ 12,103,131株

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。ただし、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財務諸表の四半期レビュー手続は完了しております。

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

となる条件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、[添付資料]P.2「連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。
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（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わが国経済は、東日本大震災の復興関連需要やエコカー補助金などによる堅

調な内需により、ゆるやかな景気の持ち直し傾向が見られました。しかしながら、長引く欧州の債務危機や長期化

する円高などにより依然として景気の先行きは不透明な状況が続いています。 

このようななか、当社グループにおきましては、従来にも増してコスト低減活動、製品品質向上活動に努め、顧

客満足度を高めるべく提案営業活動を推し進め、事業推進力の一層の強化に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は28億42百万円（前年同四半期比20.1%減）となりました。 

営業損失は５億10百万円（前年同四半期は４億15百万円の損失）、経常損失は５億33百万円（前年同四半期は４億

17百万円の損失）、当四半期純損失は５億43百万円（前年同四半期は４億21百万円の損失）となりました。 

なお、当社グループの売上高は通常の形態として、他の四半期に比べ第４四半期に完成する工事の割合が大きい

ため、業績に季節的変動があります。 

セグメント別の売上高は次のとおりであります。 

（情報機器事業） 

主力製品であります道路情報機器において、高速道路向けを中心に売上が前年同期に比べ減少しました。この結

果、売上高は６億66百万円（前年同四半期比42.2%減）となりました。 

（照明機器事業） 

民間設備投資関連の産業用照明器具は、蛍光灯器具などは減少しましたが、LED照明器具は着実に伸び、全体と

しては微増となりました。一方、公共投資関連の道路・トンネル照明器具は減少しました。また、LEDデバイス部

品は前年並みとなりました。この結果、売上高は９億48百万円（前年同四半期比5.0%減）となりました。 

（コンポーネント事業） 

エアコン用の配管保護機材と配電盤や機械装置に用いる産業用配線保護機材は前年並みとなりました。また電磁

波環境部品は前年同四半期に比べ減少しました。この結果、売上高は11億48百万円（前年同四半期比13.6%減）と

なりました。 

（その他の事業） 

メカトロ製品は１百万円、商品仕入販売は24百万円、情報サービスなどは51百万円となりました。この結果、そ

の他の事業の売上高は77百万円（前年同四半期比0.7%増）となりました。 

なお、前年同四半期増減率については、参考として記載しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期の資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ

40億89百万円減少し、188億69百万円となりました。負債の残高は、短期借入金の減少の結果、前連結会計年度末

に比べ33億86百万円減少し、116億46百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

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 

（減価償却方法の変更） 

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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失に与える影響は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,811,627 3,017,315

受取手形及び売掛金 9,191,724 4,600,101

有価証券 4,985 5,002

商品及び製品 781,537 961,277

仕掛品 212,534 407,212

原材料及び貯蔵品 2,513,577 2,664,802

その他 104,441 107,746

貸倒引当金 △251 △231

流動資産合計 15,620,176 11,763,226

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,109,524 5,118,624

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,960,704 △3,008,775

建物及び構築物（純額） 2,148,819 2,109,849

その他 9,362,664 9,407,294

減価償却累計額及び減損損失累計額 △7,169,262 △7,271,878

その他（純額） 2,193,401 2,135,415

有形固定資産合計 4,342,221 4,245,264

無形固定資産 296,220 297,944

投資その他の資産   

投資有価証券 1,463,919 1,334,778

その他 1,328,379 1,320,395

貸倒引当金 △91,228 △91,870

投資その他の資産合計 2,701,070 2,563,303

固定資産合計 7,339,512 7,106,513

資産合計 22,959,689 18,869,739

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,788,989 3,114,214

短期借入金 5,038,435 2,541,479

1年内返済予定の長期借入金 997,000 967,500

未払法人税等 31,894 18,212

賞与引当金 251,632 93,300

受注損失引当金 82,310 155,947

その他 1,351,405 1,377,796

流動負債合計 11,541,667 8,268,451

固定負債   

長期借入金 2,970,100 2,888,350

退職給付引当金 150,568 150,572

役員退職慰労引当金 71,990 71,990

環境対策引当金 73,836 73,836

その他 224,549 193,090

固定負債合計 3,491,043 3,377,839

負債合計 15,032,711 11,646,290



（単位：千円）

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 3,380,000 3,380,000

資本剰余金 3,613,665 3,613,665

利益剰余金 784,470 132,004

自己株式 △197,284 △197,297

株主資本合計 7,580,851 6,928,371

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 289,633 184,841

為替換算調整勘定 △38,294 15,468

その他の包括利益累計額合計 251,339 200,309

少数株主持分 94,786 94,767

純資産合計 7,926,977 7,223,449

負債純資産合計 22,959,689 18,869,739



（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 3,558,221 2,842,073

売上原価 3,088,071 2,549,796

売上総利益 470,149 292,276

販売費及び一般管理費 885,431 802,571

営業損失（△） △415,281 △510,294

営業外収益   

受取利息 590 291

受取配当金 17,998 18,843

不動産賃貸料 8,783 8,731

その他 16,660 12,100

営業外収益合計 44,032 39,967

営業外費用   

支払利息 14,577 20,787

売上割引 16,252 14,615

為替差損 10,705 6,848

シンジケートローン手数料 － 14,186

その他 4,850 6,826

営業外費用合計 46,386 63,263

経常損失（△） △417,635 △533,591

特別利益   

投資有価証券売却益 354 396

特別利益合計 354 396

特別損失   

固定資産除却損 6,711 496

ゴルフ会員権評価損 350 100

特別損失合計 7,061 596

税金等調整前四半期純損失（△） △424,342 △533,791

法人税、住民税及び事業税 5,724 8,803

法人税等調整額 △5,412 △76

法人税等合計 311 8,727

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △424,654 △542,518

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,231 1,033

四半期純損失（△） △421,422 △543,552



（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損失（△） △424,654 △542,518

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,150 △105,845

為替換算調整勘定 3,573 53,762

その他の包括利益合計 △22,576 △52,082

四半期包括利益 △447,230 △594,601

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △444,517 △594,581

少数株主に係る四半期包括利益 △2,712 △19



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

生産、受注及び販売の状況 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

１．当四半期（25年３月期)の業績(連結) （単位：百万円）

    前四半期(24年3月期) 当四半期(25年3月期) 対前四半期増減 前期(24年3月期) 

    金額 百分比(%) 金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 金額 百分比(%)

  

業 

績 

  

売上高  3,558 100.0 2,842 100.0 △716  △20.1  19,813 100.0

営業利益  △415 △11.7 △510 △18.0 △95 －  △523 △2.6

経常利益  △417 △11.7 △533 △18.8 △115 －  △569 △2.9

当期純利益  △421 △11.8 △543 △19.1 △122 －  △642 △3.2

配当金（単位：円） － － － － － －  9 － 

２．部門別売上高・受注状況(連結) （単位：百万円）

    前四半期(24年3月期) 当四半期(25年3月期) 対前四半期増減 前期(24年3月期) 

    金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 金額 構成比(%)

  

売 

上 

高 

  

情報機器  1,152 32.3 666 23.4 △486  △42.2  9,383 47.4

照明機器  998 28.1 948 33.5 △49  △5.0  5,627 28.4

コンポーネント  1,329 37.4 1,148 40.4 △180  △13.6  4,397 22.2

その他  77 2.2 77 2.7 0  0.7  405 2.0

合 計  3,558 100.0 2,842 100.0 △716  △20.1  19,813 100.0

  

受 

注 

高 

情報機器  766 23.2 1,062 28.2 296  38.6  8,600 46.6

照明機器  1,100 33.4 1,485 39.3 384  35.0  5,068 27.4

コンポーネント  1,353 41.0 1,146 30.4 △207  △15.3  4,391 23.8

その他  78 2.4 79 2.1 1  1.3  404 2.2

合 計  3,298 100.0 3,773 100.0 474  14.4  18,464 100.0

受 

注 

残 

高 

情報機器  3,883 76.4 3,882 78.9 0  0.0  3,486 87.4

照明機器  1,066 21.0 942 19.2 △123  △11.6  406 10.1

コンポーネント  133 2.6 93 1.9 △40  △30.5  98 2.5

その他  1 0.0 1 0.0 0  0.8  0 0.0

合 計  5,086 100.0 4,920 100.0 △165  △3.3  3,991 100.0

３．その他 （単位：百万円）

    前四半期(24年3月期) 当四半期(25年3月期) 対前四半期増減 前期(24年3月期) 

    金額 金額 金額 金額 

そ 

の 

他 

設備投資 64 52  △11 530

減価償却費 219 172  △46 934

研究開発費 98 38  △60 391

４．通期(25年3月期)の業績予想(連結)     （単位：百万円）

      通期予想   

    予想 対前期増減 

    金額 百分比(%) 金額 増減率(%) 

  売上高 20,000 100.0  186 0.9

業 営業利益 220 1.1  743 － 

績 経常利益 170 0.9  739 － 

  当期純利益 120 0.6  762 － 

配当金（単位：円） 8 －  △1 △11.1

部門別売上高予想 （単位：百万円）  その他の予想 （単位：百万円）

    通期予想 対前期増減     通期予想 対前期増減

    金額 構成比(%) 金額 増減率(%)     金額 金額 

  

売 

上 

高 

情報機器  9,300 46.5 △83 △0.9   設備投資 700 169

照明機器  5,800 29.0 172 3.1   減価償却費 800 △134

コンポーネント  4,650 23.2 252 5.7   研究開発費 300 △91

その他  250 1.3 △155 △38.3         

合 計  20,000 100 186 0.9         


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	ヘッダー１3: 星和電機㈱（6748）平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１4: 星和電機㈱（6748）平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１5: 星和電機㈱（6748）平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１6: 星和電機㈱（6748）平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１7: 星和電機㈱（6748）平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１8: 星和電機㈱（6748）平成25年３月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１9: 星和電機㈱（6748）平成25年３月期　第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


