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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117期

第１四半期連結
累計期間

第118期
第１四半期連結
累計期間

第117期

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成25年
３月31日

売上高（千円） 12,870,4659,693,42143,386,738

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
1,238,081372,853△611,062

四半期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
682,059 247,070△1,007,538

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
594,008 186,842△846,092

純資産額（千円） 27,099,26325,605,24325,501,281

総資産額（千円） 45,279,52041,198,73440,912,879

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり当期純損失（△）

（円）

21.60 7.83 △31.91

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（％） 59.6 62.0 62.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,595,182△1,085,1724,513,459

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△426,242△522,788△1,478,165

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△176,004 △6,949△2,102,862

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
5,795,1044,049,0615,689,724

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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い

ない。

２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）は含まれていない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。

　

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

変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。
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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、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、重要な

変更はない。

　

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ない。

 

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が判断したものである。　
　
（１）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は以下のとおりである。

 

（合金鉄事業）

　当第１四半期連結累計期間の合金鉄の販売数量は、シリコマンガン等の販売減により、前年同期比で約２割の減少

となった。販売価格は、円高の是正が進んだが国際市況の悪化により下落傾向で推移した。

　コスト面では原料のマンガン鉱石の購入価格は上昇傾向にあり、電力価格も円安により上昇した。

  以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,519,006千円（前年同四半期比19.7％減）、営業利益は

146,635千円（前年同四半期比42.5％減）となった。
　

（機能材料事業）

  ハイブリッド自動車向けニッケル水素電池用水素吸蔵合金は、当該自動車の好調な生産を反映し当第１四半期連

結累計期間では前年同期比７％の販売数量の増加となった。磁石用合金は、国内での焼結磁石生産の増加により、販

売数量は回復傾向にある。

  機能材料事業の主要な原料であるレアアースの購入価格は、当第１四半期連結累計期間においても低下傾向が継

続しており、原材料を主体とする棚卸資産の評価損は約６億円に減少している。

  以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は5,063,397千円（前年同四半期比28.9％減）、営業利益は

157,595千円（前年同四半期比85.3％減）となった。
　
（その他）

　その他については、土木関連事業において、厳しい事業環境下ではあるが、売上高172,339千円（前年同四半期比

5.4％増）、営業利益は12,051千円（前年同四半期比11.9％減）となった。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は9,693,421千円（前年同四半期比24.7％減）、連結営業利

益は316,463千円（前年同四半期比76.4％減）、連結経常利益は372,853千円（前年同四半期比69.9％減）、連結四

半期純利益は247,070千円（前年同四半期比63.8％減）となった。
　
（２）キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、主に、売上債権の増加等により、前連結会計

年度末に比べ1,640,662千円減少し、4,049,061千円（前年同四半期末残高は5,795,104千円）となった。

　また、前第１四半期連結累計期間との比較においては992,775千円のキャッシュ・イン・フローから1,640,662千

円のキャッシュ・アウト・フローに転じた。　

　これは、税金等調整前四半期純利益の減少及びたな卸資産が減少から増加に転じたこと等により、営業活動による

キャッシュ・フローが1,595,182千円のキャッシュ・イン・フローから1,085,172千円のキャッシュ・アウト・フ

ローへ転じたこと、設備投資支出の増加等により投資活動によるキャッシュ・アウト・フローが96,545千円増加し

たこと、及び配当金の支払額の減少等により財務活動によるキャッシュ・アウト・フローが169,055千円減少した

こと等によるものである。
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（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はない。　

　

（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活動の金額は、80,345千円である。

　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ない。
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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 96,000,000

計 96,000,000

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25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月８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 31,600,000 31,600,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 31,600,000 31,600,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。　

　

（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】

　該当事項なし。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項なし。

（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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

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25年４月１日～

平成25年６月30日　
－ 31,600 － 3,630,000 － 2,451,753

　　

（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、記載事項はない。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25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） 普通株式      27,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  31,561,600 315,616 －

単元未満株式 普通株式      10,500 － －

発行済株式総数 31,600,000 － －

総株主の議決権 － 315,616 －

　（注）「完全議決権株式(その他)」の株式数欄には、証券保管振替機構名義の株式が、7,000株含まれている。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数70個が含まれている。

②【自己株式等】

 平成25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（％）

中央電気工業㈱
新潟県妙高市大字

田口272番地
27,900 － 27,900 0.09

計 － 27,900 － 27,900 0.09

 

２【役員の状況】

　該当事項はない。　
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成している。　

　

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25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,689,724 4,049,061

受取手形及び売掛金 ※1
 8,000,850

※1
 9,882,650

商品及び製品 4,296,292 4,060,781

仕掛品 156,364 181,366

原材料及び貯蔵品 9,935,680 10,415,878

繰延税金資産 1,102,483 491,679

その他 997,330 972,354

貸倒引当金 △60 △35

流動資産合計 30,178,666 30,053,737

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,089,959 3,209,098

機械装置及び運搬具（純額） 3,381,359 3,476,750

土地 967,881 968,079

リース資産（純額） 156,512 82,691

建設仮勘定 421,009 498,519

その他 204,262 197,169

有形固定資産合計 8,220,985 8,432,308

無形固定資産

のれん 193,751 247,646

その他 61,726 59,231

無形固定資産合計 255,477 306,878

投資その他の資産

投資有価証券 1,004,725 807,576

長期貸付金 37,975 37,333

繰延税金資産 36,854 375,691

前払年金費用 839,601 837,220

その他 341,931 351,289

貸倒引当金 △3,337 △3,300

投資その他の資産合計 2,257,750 2,405,810

固定資産合計 10,734,213 11,144,997

資産合計 40,912,879 41,198,734
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 5,661,450

※1
 6,205,837

短期借入金 5,700,000 5,700,000

1年内返済予定の長期借入金 30,000 30,000

リース債務 92,353 24,709

未払法人税等 23,891 12,775

賞与引当金 32,540 －

その他 ※1
 1,513,168

※1
 1,415,774

流動負債合計 13,053,403 13,389,097

固定負債

長期借入金 2,070,000 2,070,000

リース債務 64,159 57,981

繰延税金負債 142,785 －

退職給付引当金 73,701 76,412

その他 7,550 －

固定負債合計 2,358,195 2,204,393

負債合計 15,411,598 15,593,491

純資産の部

株主資本

資本金 3,630,000 3,630,000

資本剰余金 5,251,753 5,251,753

利益剰余金 16,219,487 16,466,558

自己株式 △22,377 △22,377

株主資本合計 25,078,863 25,325,934

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 308,667 239,291

為替換算調整勘定 △10,923 △8,505

その他の包括利益累計額合計 297,744 230,785

少数株主持分 124,673 48,524

純資産合計 25,501,281 25,605,243

負債純資産合計 40,912,879 41,198,734
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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：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 12,870,465 9,693,421

売上原価 10,831,601 8,710,052

売上総利益 2,038,863 983,369

販売費及び一般管理費 696,551 666,905

営業利益 1,342,312 316,463

営業外収益

受取利息 3,267 1,652

受取配当金 11,050 17,273

為替差益 － 98,854

その他 8,730 7,241

営業外収益合計 23,048 125,021

営業外費用

支払利息 19,181 12,978

為替差損 54,317 －

減価償却費 35,120 43,394

その他 18,659 12,257

営業外費用合計 127,279 68,630

経常利益 1,238,081 372,853

特別利益

投資有価証券売却益 － 73,457

国庫補助金 46,064 －

特別利益合計 46,064 73,457

特別損失

固定資産除却損 7,049 3,270

固定資産圧縮損 46,064 －

その他 6,469 260

特別損失合計 59,583 3,531

税金等調整前四半期純利益 1,224,562 442,779

法人税、住民税及び事業税 470,413 23,860

法人税等調整額 107,093 166,715

法人税等合計 577,506 190,575

少数株主損益調整前四半期純利益 647,056 252,203

少数株主利益又は少数株主損失（△） △35,003 5,133

四半期純利益 682,059 247,070
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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：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 647,056 252,203

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42,698 △69,376

為替換算調整勘定 △10,349 4,015

その他の包括利益合計 △53,048 △65,360

四半期包括利益 594,008 186,842

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 632,229 180,110

少数株主に係る四半期包括利益 △38,221 6,731
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６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 1,224,562 442,779

減価償却費 370,670 316,704

のれん償却額 26,600 27,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △62

前払年金費用の増減額（△は増加） 7,339 2,381

災害損失引当金の増減額（△は減少） 1,770 －

受取利息及び受取配当金 △14,318 △18,925

支払利息 19,181 12,978

会員権評価損 4,699 －

固定資産除却損 7,049 3,270

売上債権の増減額（△は増加） △71,897 △1,881,800

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,104,092 △269,689

未収入金の増減額（△は増加） 3,712 50,371

未収消費税等の増減額（△は増加） 85,791 △16,221

前払費用の増減額（△は増加） △20,722 △27,144

前渡金の増減額（△は増加） △105,030 46,472

仕入債務の増減額（△は減少） △1,232,351 544,387

前受金の増減額（△は減少） △7,800 55,048

未払費用の増減額（△は減少） 248,761 198,855

未払消費税等の増減額（△は減少） 229,314 △427,619

その他 △25,266 △68,000

小計 2,856,148 △1,008,986

利息及び配当金の受取額 14,275 19,162

利息の支払額 △19,204 △13,009

法人税等の支払額 △1,256,037 △82,338

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,595,182 △1,085,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △431,917 △528,537

投資有価証券の売却による収入 － 163,487

子会社株式の取得による支出 △15,500 △148,634

長期貸付金の回収による収入 687 642

その他 20,487 △9,745

投資活動によるキャッシュ・フロー △426,242 △522,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △158,758 △772

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17,245 △6,177

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,004 △6,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 △159 △25,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 992,775 △1,640,662

現金及び現金同等物の期首残高 4,802,329 5,689,724

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,795,104

※
 4,049,061
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、当四半

期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間

末日残高に含まれている。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 32,094千円 40,748千円

支払手形 171,954 157,008

流動負債「その他」（設備関係支払手形） 117,343 11,489

　

２　保証債務

　下記の会社による債務保証に対して再保証を行っている。　

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）　

日本電工㈱ 52,376千円 197,180千円

　

EDINET提出書類

中央電気工業株式会社(E01258)

四半期報告書

13/18



（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

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

現金及び預金 1,193,690千円 4,049,061千円

預け金 4,601,413 －

現金及び現金同等物 5,795,104 4,049,061

（注）預け金は住金フィナンシャルサービス㈱に対する当社資金の預入である。

　

（株主資本等関係）

　前第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）

配当に関する事項

（決議） 株式の種類　
配当の総額
（千円）

1株当たりの配当額
（円）

基準日　 効力発生日　 配当の原資　

平成24年6月28日

定時株主総会
普通株式 157,860 5 平成24年3月31日平成24年6月29日利益剰余金

　

　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当に関する事項

　　　　　　該当事項なし。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第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）

　

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

その他 合計
調整額
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額　

合金鉄事業
機能材料
事業

計

売上高        

外部顧客への

売上高
5,627,9187,118,41812,746,337124,12812,870,465－ 12,870,465

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － 39,346 39,346△39,346 －

計 5,627,9187,118,41812,746,337163,47512,909,812△39,34612,870,465

セグメント利益

（営業利益）　
254,8931,072,3141,327,20713,6801,340,8871,4251,342,312

（注）セグメント利益の調整額1,425千円は、固定資産における未実現損益である。

　　　

　当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

　

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

その他 合計
調整額
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額　

合金鉄事業
機能材料
事業

計

売上高        

外部顧客への

売上高
4,519,0065,063,3979,582,403111,0179,693,421－ 9,693,421

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － 61,321 61,321△61,321 －

計 4,519,0065,063,3979,582,403172,3399,754,742△61,3219,693,421

セグメント利益

（営業利益）　
146,635157,595304,23012,051316,282 181 316,463

（注）セグメント利益の調整額181千円は、セグメント間取引消去490千円及び固定資産における未実現損益

△309千円である。
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（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は、以下のとおりである。

　
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 21円60銭 7円83銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 682,059 247,070

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 682,059 247,070

普通株式の期中平均株式数（株） 31,572,082 31,572,014

（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、潜在株式が存在しないため記載していない。

　

（重要な後発事象）

該当事項なし。

　

２【その他】

　該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月６日

中央電気工業株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原田　誠司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山野辺　純一　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」に掲げられている中央電気工業株

式会社の平成25年４月１日から平成26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25年４月１日

から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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、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、中央電気工業株式会社及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状

態並びに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）が別途保管している。　

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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