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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第1四半期 6,152 △12.8 △292 ― △169 ― 16 △88.1
25年3月期第1四半期 7,053 17.9 189 ― 213 ― 135 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 820百万円 （105.4％） 25年3月期第1四半期 399百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 0.48 ―
25年3月期第1四半期 4.05 ―

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

26年3月期第1四半期 36,144 18,462 45.1 488.78
25年3月期 35,596 18,326 44.7 476.84
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  16,300百万円 25年3月期  15,902百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
25年3月期期末配当金の内訳：普通配当 3円50銭 記念配当 1円50銭 

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

25年3月期 ― 3.50 ― 5.00 8.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 13,800 △26.9 100 △94.1 100 △94.2 50 △94.6 1.50
通期 30,000 △24.1 900 △70.5 900 △73.4 600 △53.4 17.99



(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  

(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 
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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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当たっての注意事項等については、添付資料2
ページの「1.当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 33,499,931 株 25年3月期 33,499,931 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 151,143 株 25年3月期 149,896 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 33,349,248 株 25年3月期1Q 33,356,177 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前年度後半からの円高修正や、輸出関連株の株価回復な

ど、政権交代後の金融緩和強化への期待から、引き続き景気回復の傾向が見られました。米国でも雇用環境が改

善するなどの回復傾向は見られましたが、中国などの新興国の成長鈍化、欧州経済の停滞などの先行き不透明な

状況が続き、実体経済の本格的回復には至っておりません。 

 このような中、当第１四半期連結累計期間の売上高は、主としてエレクトロニクス事業が前年同四半期比で減

収となり、売上高は61億5千2百万円（前年同四半期比12.8%減）となりました。 

 利益面におきましては、営業損失2億9千2百万円（前年同四半期は1億8千9百万円の営業利益）、経常損失1億6

千9百万円（前年同四半期は2億1千3百万円の経常利益）、四半期純利益は受取保険金3億円の特別利益計上によ

り、1千6百万円（前年同四半期比88.1%減）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。  

  

［エレクトロニクス事業］ 

エレクトロニクス事業の売上高は前年同四半期比31.4％減の22億3千4百万円（総売上高の36.3％）となりま

した。 

製品別の内訳は電源機器で、スマートフォン利用者増大により無線基地局用電源の販売は計画どおり推移し

ましたが、液晶ディスプレイ・半導体製造装置向けの高電圧電源については、市場の回復遅れから低迷し、売

上高は前年同四半期比47.7％減の12億3千万円（総売上高の20.0％）となりました。 

半導体デバイスは、デジカメ・産業機器向けが減少しましたが、太陽光発電関連・環境対応車関連・遊技機

向けが好調に推移し、売上高は前年同四半期比10.9%増の10億4百万円（総売上高の16.3%）となりました。 

  

［メカトロニクス事業］ 

 メカトロニクス事業の売上高は前年同四半期比33.9％増の14億9千5百万円（総売上高の24.3％）となりまし

た。 

 製品別の内訳は精密機構部品で、複写機・プリンタ関連とATMなどの金融機器関連向け製品が海外での需要

増加により好調に推移し、円安効果もあり、売上高は前年同四半期比27.0％増の10億8千4百万円（総売上高の

17.6%）となりました。 

 システム機器は、MDBに前期大型案件後の一服感があるものの、前期から受注している自動車部品向け大型

溶接機が売上に貢献し、売上高は前年同四半期比56.2%増の4億1千1百万円（総売上高の6.7％）となりまし

た。 

  

［ケミトロニクス事業］ 

 ケミトロニクス事業の売上高は前年同四半期比9.6％減の24億2千2百万円（総売上高の39.4％）となりまし

た。 

 国内は情報家電（パソコン、デジカメ、携帯電話）の海外への生産移管が進み、主力は自動車向けとなるも

前年比10％減となりました。海外では自動車向けが伸長しましたが、主力のパソコン、デジカメ向けの価格競

争が激化し厳しい状況が継続したことにより売上減となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、361億4千4百万円となり、前連結会計年度末より5億4千7百万円増加

いたしました。これは主に、有形固定資産のその他が5億8千万円増加、投資有価証券が2億8千8百万円増加した

ことなどによるものであります。 

負債合計は、176億8千2百万円となり、前連結会計年度末より4億1千1百万円増加いたしました。これは主に賞

与引当金が3億4千6百万円、未払法人税等が2億1千9百万円、一年内返済予定の長期借入金が1億5千万円減少しま

したが、流動負債のその他が12億4千3百万円増加したことなどによるものであります。 

純資産合計は、184億6千2百万円となり、前連結会計年度末より1億3千5百万円増加いたしました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今後の連結業績予想につきましては、平成25年5月14日に発表した平成26年3月期の連結業績予想の数値を変更

しておりません。 

なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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 7,273 6,788

受取手形及び売掛金 8,931 8,638

商品及び製品 1,309 1,316

仕掛品 3,257 3,330

原材料及び貯蔵品 1,931 2,045

繰延税金資産 324 317

その他 262 503

貸倒引当金 △66 △62

流動資産合計 23,225 22,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,782 2,833

機械装置及び運搬具（純額） 1,011 1,016

土地 3,670 3,670

その他（純額） 481 1,061

有形固定資産合計 7,945 8,581

無形固定資産   

のれん 193 178

その他 822 785

無形固定資産合計 1,015 964

投資その他の資産   

投資有価証券 2,921 3,209

繰延税金資産 132 132

その他 411 449

貸倒引当金 △55 △70

投資その他の資産合計 3,409 3,720

固定資産合計 12,371 13,266

資産合計 35,596 36,144
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（単位：百万円）

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 5,490 5,350

短期借入金 2,504 2,504

1年内返済予定の長期借入金 250 100

未払法人税等 307 88

賞与引当金 529 182

役員賞与引当金 28 －

その他 1,883 3,126

流動負債合計 10,993 11,352

固定負債   

繰延税金負債 360 442

退職給付引当金 5,800 5,778

その他 116 108

固定負債合計 6,277 6,329

負債合計 17,270 17,682

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,103 6,103

資本剰余金 3,455 3,455

利益剰余金 6,008 5,854

自己株式 △83 △83

株主資本合計 15,483 15,329

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 592 776

為替換算調整勘定 △173 194

その他の包括利益累計額合計 419 971

少数株主持分 2,423 2,161

純資産合計 18,326 18,462

負債純資産合計 35,596 36,144
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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 7,053 6,152

売上原価 5,504 5,004

売上総利益 1,549 1,147

販売費及び一般管理費 1,359 1,440

営業利益又は営業損失（△） 189 △292

営業外収益   

受取利息 8 15

受取配当金 30 31

為替差益 － 58

負ののれん償却額 8 －

持分法による投資利益 8 2

その他 47 36

営業外収益合計 103 145

営業外費用   

支払利息 10 5

為替差損 24 －

コミットメントフィー 5 4

その他 38 12

営業外費用合計 79 23

経常利益又は経常損失（△） 213 △169

特別利益   

受取保険金 － 300

特別利益合計 － 300

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 213 130

法人税、住民税及び事業税 34 105

法人税等調整額 1 △11

法人税等合計 35 93

少数株主損益調整前四半期純利益 178 36

少数株主利益 43 20

四半期純利益 135 16
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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 178 36

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △139 183

為替換算調整勘定 361 599

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 0

その他の包括利益合計 220 783

四半期包括利益 399 820

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 218 567

少数株主に係る四半期包括利益 180 252
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  該当事項はありません。   

     

  該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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