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（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７月期第２四半期  3,859  0.2  3 △98.4  21  △91.0  19 △96.8

24年７月期第２四半期  3,850  20.2  203 －  235  －  606 －

（注）包括利益 25年７月期第２四半期 241百万円（ ％） △51.1   24年７月期第２四半期 493百万円 （ ％） －

  
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７月期第２四半期  3.99 －

24年７月期第２四半期  125.81 －

  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７月期第２四半期  10,575  6,535  61.8  1,356.22

24年７月期  10,187  6,323  62.1  1,312.11

（参考）自己資本 25年７月期第２四半期 6,535百万円   24年７月期 6,323百万円 

  
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７月期  － 0.00 － 6.00  6.00

25年７月期  － 0.00   

25年７月期（予想）     － 6.00  6.00

（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７月期の連結業績予想（平成24年８月１日～平成25年７月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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

通期  7,346  △6.1  84 △71.7  83 △75.5  55  △90.9  11.41

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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）「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」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変 

更・修正再表示」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７月期２Ｑ 5,000,000株 24年７月期 5,000,000株

②  期末自己株式数 25年７月期２Ｑ 181,050株 24年７月期 181,050株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年７月期２Ｑ 4,818,950株 24年７月期２Ｑ 4,818,950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、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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仮定及び業績予想のご利用に当っての注

意事項等については、【添付資料】P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報(３)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２四半期連結累計期間における世界経済は、長期化する欧州財政危機の影響や中国などの新興国の成長鈍

化、米国の財政問題による先行き不透明感も強まるなど、全体として景気減速懸念が高まりました。  

 わが国経済は、新政権の経済政策による景気回復への期待感から株価上昇や円安への動きがみられたものの、海

外景気が減速する中で輸出減少が顕著になるなど、依然として厳しい経済状況が続きました。 

 当社グループが属する電子工業界におきましては、高性能携帯電話のスマートフォンやタブレットＰＣ等のＩＴ

機器が底堅く推移したものの、薄型テレビやパソコン等のデジタル家電は需要低迷で製品価格が下落傾向にあり、

企業間競争も激しさを増す中、総じて厳しい事業環境となりました。 

 このような状況のもとで当社グループは、主材料費低減活動や経費削減について取り組み強化を推し進めること

で、生産性の向上と収益性アップに努めましたが、価格下落等の市場環境悪化を補うには至りませんでした。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比0.2％増）となりました。また、営業

利益は 百万円（前年同期比98.4％減）、経常利益は 百万円（前年同期比91.0％減）、四半期純利益は 百万円

（前年同期比96.8％減）となりました。 

  

なお、セグメント毎の業績は次のとおりであります。  

① 日本 

 当第２四半期連結累計期間は、高性能携帯電話のスマートフォンやタブレットＰＣ等のＩＴ機器が底堅く推移す

る中で、多様な取引先ニーズに対応するため、より高精度なニッケルバリアめっき加工技術や工程改善等にも積極

的に取り組むことで顧客満足度の向上に努めましたが、価格下落等の市場環境悪化の影響を補うには至りませんで

した。 

 この結果、売上高は 百万円（前年同期比9.8％減）、営業損失は 百万円（前年同期は営業利益81百万円）

となりました。 

② 中国 

 当第２四半期連結累計期間は、高性能携帯電話のスマートフォンやタブレットＰＣ等のＩＴ機器が底堅く推移

し、スポットめっき等の多様な取引先ニーズに対応し、積極的に受注獲得に取り組みましたが、価格下落等の市場

環境悪化の影響を補うには至りませんでした。 

 この結果、売上高は 百万円（前年同期比36.9％増）、営業利益は 百万円（前年同期比94.4％減）となりま

した。 

③ フィリピン 

 当第２四半期連結累計期間は、想定していた日本からフィリピンへの移管品の遅れが影響し売上減少となりまし

た。また既存製品でも価格下落等の市場環境悪化の影響を受けました。 

 この結果、売上高は 百万円（前年同期比6.5％減）、営業損失は 百万円（前年同期は営業利益36百万円）と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が 百万円増加し、原材料及び貯蔵品が 百万円増加

したことなどにより、前連結会計年度末と比べ 百万円増加の 百万円となりました。負債は、その他流動

負債が 百万円減少したものの、長期借入金が 百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比べ

百万円増加の 百万円となりました。また、純資産は、為替換算調整勘定が 百万円増加したことなどによ

り、前連結会計年度末と比べ 百万円増加の 百万円となりました。この結果、自己資本比率は ％とな

り、前連結会計年度末比 ％低下しました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高、経常利益、当期純利益が当初計画を上回る結果で推移しておりま

す。詳細は本日（平成25年３月８日）発表いたしました「平成25年７月期第２四半期累計期間の連結業績予想数値

と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、通期の業績予想につきましては、下期においても景気動向の不透明感を払拭できないこと等から、平成24

年９月10日に公表いたしました業績予想を据え置きます。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,859

3 21 19

2,378 32

1,108 1

511 51

190 115

388 10,575

134 366 175

4,040 206

212 6,535 61.8

0.3



（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 

（減価償却方法の変更）  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年８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２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 千円増加してお

ります。   

     

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

1,276



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７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,231,376 3,422,270

受取手形及び売掛金 2,308,870 2,358,268

製品 138,150 93,664

原材料及び貯蔵品 1,232,043 1,347,798

その他 103,024 120,176

貸倒引当金 △961 △1,250

流動資産合計 7,012,502 7,340,927

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 404,392 410,783

機械装置及び運搬具（純額） 715,254 706,924

土地 1,461,188 1,461,188

その他（純額） 130,092 141,840

有形固定資産合計 2,710,928 2,720,736

無形固定資産 66,697 66,706

投資その他の資産   

投資有価証券 225,460 252,481

繰延税金資産 12,275 9,221

その他 167,363 193,422

貸倒引当金 △7,690 △7,690

投資その他の資産合計 397,409 447,435

固定資産合計 3,175,034 3,234,878

資産合計 10,187,537 10,575,805



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 199,922 289,687

短期借入金 1,731,466 1,746,800

1年内返済予定の長期借入金 189,100 273,784

1年内償還予定の社債 258,000 132,000

未払法人税等 18,729 8,109

その他 639,797 505,527

流動負債合計 3,037,015 2,955,908

固定負債   

社債 60,000 30,000

長期借入金 243,300 609,559

退職給付引当金 213,211 211,488

役員退職慰労引当金 135,608 116,708

その他 175,397 116,586

固定負債合計 827,518 1,084,342

負債合計 3,864,533 4,040,251

純資産の部   

株主資本   

資本金 962,200 962,200

資本剰余金 870,620 870,620

利益剰余金 5,121,595 5,111,911

自己株式 △56,489 △56,489

株主資本合計 6,897,925 6,888,241

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 143 15,794

為替換算調整勘定 △575,065 △368,480

その他の包括利益累計額合計 △574,921 △352,686

純資産合計 6,323,003 6,535,554

負債純資産合計 10,187,537 10,575,805



（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23年８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 3,850,754 3,859,780

売上原価 2,982,309 3,174,981

売上総利益 868,445 684,799

販売費及び一般管理費 665,269 681,548

営業利益 203,175 3,250

営業外収益   

受取利息 9,062 9,872

受取配当金 1,926 967

保険返戻金 13,233 －

受取賃貸料 16,800 16,800

その他 16,886 22,570

営業外収益合計 57,907 50,209

営業外費用   

支払利息 17,823 19,761

その他 7,596 12,582

営業外費用合計 25,420 32,343

経常利益 235,662 21,117

特別利益   

固定資産売却益 1,233 12,175

退職給付引当金戻入額 388,045 －

特別利益合計 389,279 12,175

特別損失   

固定資産除却損 2,265 159

役員退職慰労金 － 9,550

特別損失合計 2,265 9,709

税金等調整前四半期純利益 622,677 23,582

法人税、住民税及び事業税 10,181 4,186

法人税等調整額 6,224 166

法人税等合計 16,406 4,353

少数株主損益調整前四半期純利益 606,270 19,229

四半期純利益 606,270 19,229



（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23年８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 606,270 19,229

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,256 15,650

為替換算調整勘定 △93,172 206,584

その他の包括利益合計 △112,429 222,235

四半期包括利益 493,841 241,464

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 493,841 241,464



（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23年８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31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 622,677 23,582

減価償却費 129,672 134,187

貸倒引当金の増減額（△は減少） △768 288

退職給付引当金の増減額（△は減少） △390,839 △1,950

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,350 △18,900

受取利息及び受取配当金 △10,988 △9,872

支払利息 17,823 19,761

為替差損益（△は益） 3,007 △2,617

固定資産除売却損益（△は益） 1,031 △12,015

売上債権の増減額（△は増加） △285,984 15,537

たな卸資産の増減額（△は増加） △224,792 △32,272

仕入債務の増減額（△は減少） 83,424 84,095

その他 △18,420 △146,265

小計 △61,807 53,558

利息及び配当金の受取額 8,199 9,722

利息の支払額 △18,036 △16,750

事業構造改善費用の支払額 △41,556 －

法人税等の支払額 △12,651 △16,291

営業活動によるキャッシュ・フロー △125,852 30,238

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 △177,320 △291,180

定期預金の払戻による収入 97,200 291,180

有形固定資産の取得による支出 △82,304 △119,386

有形固定資産の売却による収入 1,233 10,500

無形固定資産の取得による支出 △5,349 △2,993

投資有価証券の取得による支出 △8,211 △8,474

その他 △3,045 1,529

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,797 △118,825

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,185 9,316

長期借入れによる収入 － 550,000

長期借入金の返済による支出 △75,000 △99,057

社債の償還による支出 △138,500 △156,000

リース債務の返済による支出 △52,992 △57,322

セール・アンド・リースバック取引による収入 42,536 17,314

配当金の支払額 － △28,407

その他 － △5,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,141 230,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,980 24,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △571,771 166,798

現金及び現金同等物の期首残高 3,130,276 2,885,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,558,505 3,052,560



該当事項はありません。   

   

 平成24年10月25日開催の第54期定時株主総会決議に基づき、繰越利益剰余金の欠損填補を目的として、別途積立

金9,450,000千円を繰越利益剰余金に振替えました。  

 なお、株主資本合計金額に、著しい変動はありません。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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