
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年11月11日

【四半期会計期間】 第93期第２四半期（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）

【会社名】 大井電気株式会社

【英訳名】 Oi Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　石田　甲

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番16号

【電話番号】 ０４５（４３３）１３６１（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長　　中山　淳一

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番16号

【電話番号】 ０４５（４３３）１３６１（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長　　中山　淳一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

大井電気株式会社(E01859)

四半期報告書

 1/20



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92期

第２四半期
連結累計期間

第93期
第２四半期
連結累計期間

第92期

会計期間
自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

売上高 （千円） 13,206,234 11,303,348 32,631,874

経常利益又は経常損失（△） （千円） 150,784 △556,258 2,344,161

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

（千円） 204,395 △357,706 1,336,138

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 19,288 △515,761 967,913

純資産額 （千円） 9,270,891 9,514,231 10,176,730

総資産額 （千円） 20,057,538 19,222,680 23,386,102

１株当たり四半期（当期）純利益
金額又は１株当たり四半期純損失
金額（△）

（円） 13.93 △24.38 91.05

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 42.1 47.6 41.0

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） △220,819 △151,417 1,739,802

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） 169,629 △233,633 △145,711

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

（千円） △81,225 △151,392 68,035

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

（千円） 4,357,427 5,640,460 6,150,944

 

回次
第92期

第２四半期
連結会計期間

第93期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成27年７月１日
至　平成27年９月30日

自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額
（△）

（円） 17.06 △18.91

　（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。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、第92期及び第92期第２四半期連結累計期間は潜在

株式が存在していないため、第93期第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失を計上しており、また

潜在株式が存在していないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第２四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、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、該当事項はありません。

 

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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1) 業績の状況

　当社グループは、事業の関係から、情報通信機器、工事保守の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中して

いるため、第１四半期から第３四半期における各連結会計期間の売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高

が多くなるといった季節的変動がありますが、今般は特にスマートメーター・スマートグリッド関連機器の売上が

通年を通して平準化されていることから、同変動が緩和する傾向にあります。

　当第２四半期連結累計期間の日本経済は、雇用・所得情勢が堅調に推移しているものの、個人消費や企業活動は

力強さを欠き、また海外情勢等の先行きに対する不安要素は依然として継続するなど、全体としては一進一退の足

踏み状態となりました。

　当社をとりまく市場動向につきましては、主要顧客である電力業界におけるスマートメーター・スマートグリッ

ド関連への投資が継続しているものの、原子力発電所の稼働停止等による発電コスト増大の影響が新規工事の発注

抑制に繋がっている等、予断を許さない状況にあります。

　当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、情報通信機器製造販売、ネットワーク工事保守が共に減少

したため、113億３百万円（前年同期比14.4％減）となりました。

　損益につきましては、営業損益は６億34百万円の損失（前年同期比７億32百万円減）、経常損益は５億56百万円

の損失（前年同期比７億７百万円減）、親会社株主に帰属する四半期純損益は３億57百万円の損失（前年同期比５

億62百万円減）となりました。

 

　以下、セグメントの概況をご報告いたします。

〔情報通信機器製造販売〕

　スマートメーター・スマートグリッド関連機器が堅調に推移したものの、電力向けの光関連装置が減少したた

め、売上高は78億30百万円（前年同期比12.6％減）となり、セグメント利益につきましては、売上の規模減およ

び先行投資費用としての開発費の増加により、84百万円（前年同期比87.5％減）となりました。

 

〔ネットワーク工事保守〕

　電力会社およびキャリア向けの情報通信関連工事の減少ならびに光ネットワーク関連工事の時期ずれにより、

売上高は前年同期より18.3％減の34億73百万円となりました。セグメント損益につきましては、コスト削減や小

口案件の掘出し等の収益改善に取り組んでいるものの、売上規模の減少が大きく、７億41百万円の損失（前年同

期比１億31百万円の損失増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資　産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ41億63百万円減少し192億22百

万円となりました。

　これは主に、仕掛品が７億83百万円増加したもの、現金及び預金が４億60百万円減少、受取手形及び売掛金の

回収により47億２百万円減少したことによります。

 

（負　債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ35億円減少し97億８百万円とな

りました。

　これは主に、支払手形及び買掛金が20億76百万円減少、未払税金の支払により８億50百万円減少したことによ

ります。

 

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ６億62百万円減少し95億14百

万円となりました。

　これは主に、利益剰余金が、配当金の支払１億46百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失３億57百万円

の計上により５億４百万円減少し、非支配株主持分が２億14百万円減少したことによります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

５億10百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には56億40百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより資金が

増加したものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、未払税金の減少などにより資金が減少し、１億51百万円

の資金の減少（前年同四半期は２億20百万円の資金の減少）となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の購入、定期預金の預入

などにより、２億33百万円の資金の減少（前年同四半期は１億69百万円の資金の増加）となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより、１億51

百万円の資金の減少（前年同四半期は81百万円の資金の減少）となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な

変更はありません。

 

　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施

行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　株式会社の支配に関する基本方針についての内容の概要

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特

定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規

模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができ

ない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必

要な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

 

②　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

　当社は、平成28年６月28日開催の第92期定時株主総会において、株主の皆様に承認いただき「当社株式等の

大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」）を導入いたしました。

　本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者（以下、「買付者等」）が遵守す

べきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おう

とする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益に資さない買付者等に対して、警告を行うものです。

　また、本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断

及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役

会への勧告を行う仕組みとしています。

　本プランで定める買付ルール（以下、「本ルール」）は以下のとおりであります。

イ．当社取締役会は、買付者等に対して、大規模買付け等の実行に先立ち、当該買付者等が大規模買付け等

に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。

ロ．当社取締役会は、買付者等に対して、大規模買付け等に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当

社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報の提供を求めます。

ハ．当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び

代替案立案のための期間を設定し、速やかに開示いたします。

二．独立委員会は、取締役会評価期間内に、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立

案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。

ホ．当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企業価値・

株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに新株予約権発行等の対抗措置の発動又は不発動の

決議を行うものとします。
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③　上記取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

　当社取締役会は、本ルールの設計にあたり、以下の原則を充足することを確認することにより、本ルールが

前記基本方針に従い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的に資するものであると

考えております。

イ．企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

　本プランは、当社株式等に対する大規模買付け等がなされる際に、当該大規模買付け等に応じるべきか

否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保

し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共

同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

ロ．事前開示・株主意思の原則

　本プランは、平成28年６月28日開催の第92期定時株主総会において株主の承認を得たうえで導入してお

ります。今後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当

該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆

様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

ハ．必要性・相当性確保の原則

a.　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底

　当社は、本プランに基づく大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排

し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し、当

社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重いたします。

　また、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、

当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保していま

す。

b.　合理的な客観的発動要件の設定

　当社は、本プランに基づく大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排

し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し、当

社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重いたします。

　また、本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されて

おり、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

c.　デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止するこ

とができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　また、当社の取締役の任期は１年であり、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハン

ド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに

時間を要する買収防衛策）でもありません。

 

　また、当社は平成27年５月19日より公正取引委員会の検査を受けておりました「東京電力株式会社が発注する電

力保安通信用機器の製造販売業者らに対する件」に関しまして調査を受けておりましたが、独占禁止法に違反する

行為があったとして、平成28年７月12日付で同委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。

　当社は、このような違反行為がありましたことを厳粛に受け止め、経営トップメッセージ、営業職向けの教育・

研修等による従業員の遵法意識の強化、同業他社との接触ルールの整備を含む営業業務ルールの明確化・再徹底な

ど再発防止に向けた体制の一層の強化に努めております。

 

(5) 研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発費の金額は、４億55百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、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 54,800,000

計 54,800,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月11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 14,700,000 14,700,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数
1,000株

計 14,700,000 14,700,000 － －

 

(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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年７月１日
～

平成28年９月30日
－ 14,700,000 － 2,708,389 － 1,442,759
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(6) 【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 4,672 31.78

石田　哲爾 東京都大田区 562 3.82

大井電気従業員持株会 神奈川県横浜市港北区菊名７丁目３－16 535 3.63

久保　修三 大阪府池田市 446 3.03

石田　　甲 神奈川県横浜市青葉区 404 2.74

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 308 2.09

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（常任代理人　日本マスター
トラスト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
（東京都港区浜松町２丁目11番３号）

300 2.04

岩渕　道明 千葉県流山市 200 1.36

松岡　国夫 東京都世田谷区 186 1.26

GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL
（常任代理人　ゴールドマ
ン・サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,UK
（東京都港区六本木６丁目10番１号　六本
木ヒルズ森タワー）

186 1.26

計 － 7,799 53.05

 

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９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） 普通株式　　　 26,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 14,644,000 14,644 －

単元未満株式 普通株式　　　 30,000 － －

発行済株式総数 14,700,000 － －

総株主の議決権 － 14,644 －

 

②【自己株式等】

平成28年９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

（％）

大井電気株式会社
神奈川県横浜市港北区
菊名７丁目３－16

26,000 － 26,000 0.17

計 － 26,000 － 26,000 0.17

 

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２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による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：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,160,944 5,700,460

受取手形及び売掛金 7,472,196 2,769,376

電子記録債権 588,471 672,140

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 218,018 324,158

仕掛品 2,498,274 3,282,259

原材料及び貯蔵品 149,765 155,353

その他 644,686 665,721

貸倒引当金 △13,164 △5,201

流動資産合計 18,019,193 13,864,268

固定資産   

有形固定資産 3,036,042 3,049,346

無形固定資産 349,882 336,273

投資その他の資産   

その他 1,982,593 1,974,401

貸倒引当金 △1,610 △1,610

投資その他の資産合計 1,980,983 1,972,791

固定資産合計 5,366,908 5,358,412

資産合計 23,386,102 19,222,680
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,821,219 2,744,697

電子記録債務 169,651 79,367

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 565,117 84,844

未払消費税等 380,755 10,716

賞与引当金 897,627 764,497

役員賞与引当金 14,604 －

工事損失引当金 125,000 63,399

独占禁止法関連損失引当金 311,279 204,473

その他 1,510,559 1,431,832

流動負債合計 9,145,814 5,733,829

固定負債   

役員退職慰労引当金 98,055 108,566

退職給付に係る負債 3,857,808 3,763,124

資産除去債務 85,613 85,613

その他 22,079 17,314

固定負債合計 4,063,556 3,974,619

負債合計 13,209,371 9,708,448

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,708,389 2,708,389

資本剰余金 1,447,910 1,447,910

利益剰余金 5,878,123 5,373,678

自己株式 △5,245 △5,245

株主資本合計 10,029,177 9,524,733

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 121,195 131,610

退職給付に係る調整累計額 △552,757 △506,460

その他の包括利益累計額合計 △431,561 △374,850

非支配株主持分 579,114 364,348

純資産合計 10,176,730 9,514,231

負債純資産合計 23,386,102 19,222,680
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 13,206,234 11,303,348

売上原価 10,856,093 9,619,561

売上総利益 2,350,140 1,683,786

販売費及び一般管理費 ※２ 2,252,265 ※２ 2,318,610

営業利益又は営業損失（△） 97,874 △634,823

営業外収益   

受取利息 757 706

受取配当金 9,539 9,793

為替差益 － 25,959

受取賃貸料 31,704 28,544

貸倒引当金戻入額 4,238 7,963

その他 28,298 19,243

営業外収益合計 74,538 92,210

営業外費用   

支払利息 1,059 1,007

固定資産除却損 13,579 0

支払補償費 4,577 －

独占禁止法関連損失引当金繰入額 － 11,003

その他 2,411 1,634

営業外費用合計 21,628 13,645

経常利益又は経常損失（△） 150,784 △556,258

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（△）
150,784 △556,258

法人税等 118,157 3,979

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,627 △560,238

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △171,768 △202,531

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（△）
204,395 △357,706
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,627 △560,238

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,975 7,859

退職給付に係る調整額 7,636 36,617

その他の包括利益合計 △13,338 44,476

四半期包括利益 19,288 △515,761

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 209,151 △300,995

非支配株主に係る四半期包括利益 △189,862 △214,765

 

EDINET提出書類

大井電気株式会社(E01859)

四半期報告書

13/20



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）
150,784 △556,258

減価償却費 220,713 220,784

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,238 △7,963

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,328 △133,129

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,280 △14,604

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,006 10,511

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △48,804 △58,065

工事損失引当金の増減額（△は減少） △105,822 △61,600

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） － △106,806

受取利息及び受取配当金 △10,297 △10,500

支払利息 1,059 1,007

売上債権の増減額（△は増加） 981,231 4,752,057

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,056,309 △895,713

その他の資産の増減額（△は増加） 103,505 34,310

仕入債務の増減額（△は減少） 723,014 △2,169,071

未払消費税等の増減額（△は減少） △230,377 △427,985

その他の負債の増減額（△は減少） △648,225 △187,935

その他 9,635 △25,959

小計 92,910 363,077

利息及び配当金の受取額 10,328 10,501

利息の支払額 △1,059 △1,017

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △322,998 △523,979

営業活動によるキャッシュ・フロー △220,819 △151,417

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △50,000

定期預金の払戻による収入 400,000 －

有形固定資産の取得による支出 △194,741 △117,809

無形固定資産の取得による支出 △85,744 △79,699

投資有価証券の取得による支出 △3,842 △3,060

貸付けによる支出 △800 －

貸付金の回収による収入 664 2,008

その他 54,092 14,926

投資活動によるキャッシュ・フロー 169,629 △233,633

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △7,847 △4,654

配当金の支払額 △73,378 △146,738

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,225 △151,392

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 25,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,436 △510,484

現金及び現金同等物の期首残高 4,489,863 6,150,944

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,357,427 ※ 5,640,460
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【注記事項】

（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）

　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日以後に取得した建物

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。

　この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。

 

（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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　保証債務

従業員の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

（被保証先）

前連結会計年度
（平成28年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

従業員（借入債務） 3,621千円 従業員（借入債務） 2,654千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

１．売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日 至　平成27年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）

　当社グループの売上高は、事業の関係から、通信機器、工事保守の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集

中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比べ、第４四半期連結

会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。

 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

受注活動費 103,694千円 83,381千円

給与手当・賞与 599,173 601,875

退職給付費用 96,292 68,588

役員退職慰労引当金繰入額 9,566 10,511

賞与引当金繰入額 214,369 205,626

研究開発費 330,806 455,786

保証修理費 114,952 111,303

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 4,417,427千円 5,700,460千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △60,000 △60,000

現金及び現金同等物 4,357,427 5,640,460
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月13日

取締役会
普通株式 73,378 5 平成27年３月31日 平成27年６月10日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

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５月25日

取締役会
普通株式 146,738 10 平成28年３月31日 平成28年６月13日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９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：千円）

 報告セグメント

合計
 

情報通信機器
製造販売

ネットワーク
工事保守

売上高    

外部顧客への売上高 8,954,335 4,251,899 13,206,234

セグメント間の内部売上高又は振替高 229,166 182,908 412,075

計 9,183,501 4,434,807 13,618,309

セグメント利益又は損失（△） 675,778 △609,856 65,922

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 65,922  

セグメント間取引消去 31,952  

四半期連結損益計算書の営業利益 97,874  

 

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９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：千円）

 報告セグメント

合計
 

情報通信機器
製造販売

ネットワーク
工事保守

売上高    

外部顧客への売上高 7,830,317 3,473,030 11,303,348

セグメント間の内部売上高又は振替高 94,577 151,839 246,416

計 7,924,895 3,624,869 11,549,765

セグメント利益又は損失（△） 84,570 △741,774 △657,204

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 △657,204  

セグメント間取引消去 22,380  

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △634,823  

 

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

（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）

　「会計方針の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間に「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」を適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び

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。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与

える影響は軽微であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
13円93銭 △24円38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又は親会社

株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）
204,395 △357,706

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（△）（千円）

204,395 △357,706

普通株式の期中平均株式数（千株） 14,675 14,673

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結累計期間は潜在株式が存在しない

ため、当第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

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28年11月11日

大井電気株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鹿島　寿郎　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原賀　恒一郎　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井電気株式会

社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９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、四半期連結キャッシュ・

フロー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、大井電気株式会社及び連結子会社の平成28年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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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