
　
【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】 東海財務局長

【提出日】 平成23年８月11日

【四半期会計期間】 第103期第１四半期(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

【会社名】 愛知電機株式会社

【英訳名】 AICHI ELECTRIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　山　田　　　功

【本店の所在の場所】 愛知県春日井市愛知町１番地

【電話番号】 （0568）31－1111（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画部経理グループ長　　鈴　木　　祐　二

【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市愛知町１番地

【電話番号】 （0568）31－1111（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画部経理グループ長　　鈴　木　　祐　二

【縦覧に供する場所】 愛知電機株式会社　東京支社

　 （東京都中央区入船三丁目10番９号）

　 愛知電機株式会社　関西支社

　 （大阪市北区曽根崎一丁目２番６号）

　 株式会社名古屋証券取引所

　 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

　

EDINET提出書類

愛知電機株式会社(E01748)

四半期報告書

 1/15



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102期
第１四半期
連結累計期間

第103期
第１四半期
連結累計期間

第102期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 (百万円) 15,007 17,764 62,185

経常利益 (百万円) 1,099 1,780 4,308

四半期(当期)純利益 (百万円) 751 1,115 2,667

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 627 1,149 2,212

純資産額 (百万円) 27,946 30,317 29,361

総資産額 (百万円) 62,463 66,937 66,799

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 15.62 23.19 55.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 44.3 44.9 43.6

(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　第102期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要

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。
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、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ありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当社及びアイチエレック㈱（当社の連結子会社）は、アモイタングステン（英文：Xiamen Tungsten
Co.,Ltd.）、昆山海峡発展基金（英文：CROSS-STRAIT DEVELOPMENT FUND）との４社間で、合弁会社「蘇州
愛知高斯電機有限公司」（英文：Suzhou Aichi Gauss Motor Co.,Ltd.）を設立することに合意し、平成23
年５月19日付で合弁契約を締結しました。なお、平成23年７月４日付で当該合弁会社を設立しております。

　（合弁会社の概要）

(1) 商号 蘇州愛知高斯電機有限公司
(2) 代表者 董事長　宇佐美　和彦
(3) 所在地 中国江蘇省蘇州市
(4) 登録資本金600万米ドル
(5) 出資比率 当社　20％、アイチエレック㈱　35％、

アモイタングステン　25％、昆山海峡発展基金　20％

(6) 事業の内容電動コンプレッサー用モータ、駆動用モータの製造、販売
(7) 設立年月日平成23年７月４日

　
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)業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響により、極め
て厳しい状況にありましたが、サプライチェーンの立て直しが進み、企業の生産活動が回復するなど、持ち
直しの動きが見えてきました。
当グループにおきましては、震災による生産、受注への影響が総じて軽微にとどまったことや、中国での
エアコン需要拡大等を受け、受注環境は改善傾向で推移しました。
このような状況のもと、当グループの売上高は177億６千４百万円（前年同期比18.4％増）となりまし
た。セグメントの売上高は以下のとおりであります。
電力機器部門につきましては、制御機器が前年同期を下回りましたが、変圧器が引き続き堅調に推移した
ことにより、売上高は83億４千６百万円（前年同期比19.9％増）となりました。回転機部門につきまして
は、小形モータ、介護用機器の受注が好調に推移し、売上高は94億１千８百万円（前年同期比17.0％増）と
なりました。
利益面につきましては、回転機部門の増収が収益向上に貢献し、営業利益は16億５千２百万円（前年同期
比63.9％増）、経常利益は17億８千万円（前年同期比61.9％増）、四半期純利益は11億１千５百万円（前年
同期比48.5％増）となりました。

　
(2)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、669億３千７百万円と前連結会計年度末に比べ１億３
千７百万円増加しました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加22億１千３百万円、現金及び預金の減少
17億６百万円、有形固定資産の減少３億３千９百万円によるものであります。負債合計は、366億２千万円と
前連結会計年度末に比べ８億１千８百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加９億１百
万円、未払法人税等の減少８億９千１百万円、未払費用の減少４億４千２百万円によるものであります。純
資産合計は、前連結会計年度末に比べ９億５千５百万円増加し303億１千７百万円となり、自己資本比率は
44.9％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、当グループ（当社及び連結子会社）の事業上及び財務上の対処す
べき課題に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研究開発費の総額は４千５百万円であります。
なお、当第１四半期連結累計期間において、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 119,561,000

計 119,561,000

　
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23年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成23年８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 48,252,061 48,252,061
名古屋証券取引所
（市場第一部）

単元株式数1,000株

計 48,252,061 48,252,061 ― ―

　
(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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23年６月30日 ― 48,252 ― 4,053 ― 2,199

　
(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。

　

EDINET提出書類

愛知電機株式会社(E01748)

四半期報告書

 4/15



　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」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23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。

① 【発行済株式】

平成23年３月31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　　 102,000

― 単元株式数1,000株

（相互保有株式）
　普通株式　　　79,000

― 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式　47,894,000 47,894 同上

単元未満株式 普通株式 　　177,061 ― ―

発行済株式総数 48,252,061 ― ―

総株主の議決権 ― 47,894 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権４個）含

まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が389株、相互保有株式が479株含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成23年３月31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(％)

愛知電機㈱ 春日井市愛知町１ 102,000― 102,000 0.21

愛知亜鉛鍍金㈱ 春日井市松河戸町4170 22,000 ― 22,000 0.04

愛知金属工業㈱ 春日井市大手田酉町３－13－18 55,000 ― 55,000 0.11

大垣電機㈱ 岐阜県養老郡養老町西岩道414 2,000 ― 2,000 0.00

計 ― 181,000― 181,000 0.37

　
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23年４月１

日から平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、名古屋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：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,181 10,475

受取手形及び売掛金 18,626 20,840

有価証券 2,400 2,400

商品及び製品 3,366 3,455

仕掛品 3,304 2,920

原材料及び貯蔵品 3,421 4,011

繰延税金資産 258 81

その他 261 257

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 43,810 44,433

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,166 7,027

機械装置及び運搬具（純額） 2,421 2,376

工具、器具及び備品（純額） 641 596

土地 4,240 4,240

リース資産（純額） 711 721

建設仮勘定 178 57

有形固定資産合計 15,359 15,019

無形固定資産 163 166

投資その他の資産

投資有価証券 4,362 4,184

繰延税金資産 2,659 2,660

その他 600 628

貸倒引当金 △156 △155

投資その他の資産合計 7,466 7,317

固定資産合計 22,988 22,503

資産合計 66,799 66,937
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,261 14,162

短期借入金 4,710 4,662

1年内返済予定の長期借入金 2,560 2,632

未払費用 1,989 1,546

未払法人税等 1,275 383

その他 1,645 1,487

流動負債合計 25,440 24,875

固定負債

長期借入金 3,852 3,727

繰延税金負債 92 94

退職給付引当金 6,877 6,793

役員退職慰労引当金 2 －

負ののれん 109 99

その他 1,063 1,029

固定負債合計 11,997 11,744

負債合計 37,438 36,620

純資産の部

株主資本

資本金 4,053 4,053

資本剰余金 2,199 2,199

利益剰余金 22,816 23,739

自己株式 △26 △27

株主資本合計 29,041 29,964

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 423 353

為替換算調整勘定 △371 △274

その他の包括利益累計額合計 52 78

少数株主持分 267 274

純資産合計 29,361 30,317

負債純資産合計 66,799 66,937
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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22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高 15,007 17,764

売上原価 12,673 14,710

売上総利益 2,334 3,054

販売費及び一般管理費 1,326 1,402

営業利益 1,007 1,652

営業外収益

受取利息 5 2

受取配当金 41 39

負ののれん償却額 10 10

為替差益 － 32

屑消耗品売却額 49 68

その他 72 39

営業外収益合計 178 192

営業外費用

支払利息 54 49

持分法による投資損失 16 8

為替差損 4 －

その他 10 6

営業外費用合計 86 64

経常利益 1,099 1,780

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産除却損 2 1

投資有価証券評価損 0 55

特別損失合計 3 57

税金等調整前四半期純利益 1,097 1,723

法人税、住民税及び事業税 316 377

法人税等調整額 17 222

法人税等合計 333 600

少数株主損益調整前四半期純利益 764 1,122

少数株主利益 12 7

四半期純利益 751 1,115
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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22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 764 1,122

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △162 △67

為替換算調整勘定 25 96

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △2

その他の包括利益合計 △136 26

四半期包括利益 627 1,149

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 618 1,142

少数株主に係る四半期包括利益 9 7
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【追加情報】

　

当第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)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

手形割引高及び裏書譲渡高

　

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

受取手形割引高

受取手形裏書譲渡高

―百万円

208　

62百万円

200　

　
(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。）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22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当第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)

減価償却費

負ののれんの償却額

554百万円

10　

506百万円

10　

　
(株主資本等関係)

　

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　

　　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22年６月29日
定時株主総会

普通株式 168 3.50平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　
Ⅱ  当第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）

　

　　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23年６月29日
定時株主総会

普通株式 192 4.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金
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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22年４月１日　至　平成22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

電力機器 回転機 計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,958 8,049 15,007

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 6,958 8,049 15,007

セグメント利益又は損失(△) 1,397 △7 1,389

　
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：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,389

全社費用(注) △381

四半期連結損益計算書の営業利益 1,007

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　
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。

　
Ⅱ  当第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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　 　 　 （単位：百万円）

　
報告セグメント

電力機器 回転機 計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 8,346 9,418 17,764

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 8,346 9,418 17,764

セグメント利益 1,509 480 1,990

　
２．報告セグメントの利益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：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,990

全社費用(注) △337

四半期連結損益計算書の営業利益 1,652

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　
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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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当第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)

１株当たり四半期純利益 15円62銭 23円19銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益（百万円） 751 1,115

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 751 1,115

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,126 48,122

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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23年８月５日

愛知電機株式会社

取締役会  御中

　

名古屋監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　足　　立　　仁　　史　　㊞

　
業務執行社員 　 公認会計士　　魚　　住　　康　　洋　　㊞

　
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」に掲げられている愛知
電機株式会社の平成23年４月１日から平成24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23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23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、愛知電機株式会社及び連結子会社の平成23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  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ません。
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