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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 8,741 0.0 41 ― 97 ― 28 ―
25年3月期第2四半期 8,737 △0.7 △28 ― △76 ― △142 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 666百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △86百万円 （―％）

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2四半期 1.83 ―
25年3月期第2四半期 △9.30 ―

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2四半期 19,037 9,885 51.9 645.00
25年3月期 18,496 9,219 49.8 601.53
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  9,885百万円 25年3月期  9,219百万円

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   

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（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

通期 17,150 4.5 350 ― 300 ― 200 ― 13.05



(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に対する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、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条件及び
業績予想のご利用にあた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2Q 15,348,407 株 25年3月期 15,348,407 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 21,750 株 25年3月期 21,665 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 15,326,671 株 25年3月期2Q 15,329,296 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀による金融緩和への期待感から、円

安・株高を背景に企業収益が改善するなど景気回復の兆しが見受けられました。一方で世界経済は、米国経済の緩

やかな回復傾向が継続しているものの、欧州での景気低迷が長期化し、中国・インド等の新興諸国における経済成

長が低下する等、世界経済は全体的に停滞した状況が続き、先行きも楽観視できない状況であります。 

当社グループの属する電子部品業界におきましては、民生用のパソコン、テレビ、デジタルカメラ等は依然とし

て厳しい状況が続いているものの、産業機器や自動車向けデバイス部品需要の回復が見られてきております。 

このような経営環境下において、当社グループといたしましては、製造時の歩留まり率向上を主眼とした品質改

善活動や製造コスト低減の推進をはじめ、当社の強みである金属と樹脂の精密複合加工技術をベースに新規の顧客

開拓を積極的に行う等、全社一丸となって業績の回復に取り組んで参りました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は87億４千１百万円（前年同四半期比0.0％増）となりました。

また、営業利益は４千１百万円（前年同四半期は営業損失２千８百万円）、経常利益は９千７百万円（前年同四半

期は経常損失７千６百万円）、四半期純利益は２千８百万円（前年同四半期は四半期純損失１億４千２百万円）と

なりました。 

製品群別の業績は次のとおりであります。 

① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム 

 当製品群は、車載向け、民生用機器向けが主なものであります。市場鈍化の影響から、総じて民生用機器向けの

電子部品の需要が伸び悩んでおりますが、各自動車メーカーが増産傾向にあることやカーエレクトロニクス化の進

展を背景に車載向けデバイス用部品等の需要が拡大しております。その結果、当製品群の売上高は29億２千３百万

円（前年同四半期比11.7％増）となりました。 

② オプト用リードフレーム 

 当製品群は、ＬＥＤ用リードフレームが主なものであります。台湾・中国メーカーの台頭による国際市場での競

争激化を背景にＬＥＤの供給過剰状態が続いていることから、前期後半より国内の主要ユーザーを中心に在庫調整

の動きが続いております。その結果、当製品群の売上高は19億３千２百万円（同6.2％減）となりました。 

③ コネクタ用部品 

 当製品群は、携帯電話・スマートフォン向け、デジタル家電向けが主なものであります。スマートフォンやタブ

レット型端末等のアイテムを中心に急拡大して参りましたが、ハイエンド市場の成熟により過熱した状況が解消さ

れつつあることから主要ユーザーを中心に在庫調整の動きが続いております。その結果、当製品群の売上高は34億

７千２百万円（同4.1％減）となりました。 

④ その他 

 その他の製品群としては、リレー用部品が主なものであります。当製品群の売上高は４億１千３百万円（同

6.0％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期に比べ５億４千１百万円増加し、190億３千７百万円となりまし

た。流動資産は、現預金及び売掛債権の増加により前期に比べ７億８千５百万円増加の77億１千１百万円となり、

固定資産は投資その他の資産の減少により前期に比べ２億４千３百万円減少の113億２千６百万円となりました。 

 一方、負債合計は、前期に比べ１億２千４百万円減少し、91億５千２百万円となりました。これは主に仕入債務

の増加及び役員退職慰労引当金の減少によるものです。 

 また、純資産は為替換算調整勘定の増加により98億８千５百万円となりました。この結果、自己資本比率は  

51.9％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の見通しにつきましては、欧州経済の低迷や中国経済の成長鈍化等の不透明感はあるものの、輸出環境の改

善や経済対策の効果などを背景に、受注は緩やかながら改善するものと見込んでおります。 

 当社グループは品質改善活動や製造コスト低減の推進をはじめ、当社の強みである金属と樹脂の精密複合加工技

術をベースに新規の顧客開拓を積極的に行う等、全社一丸となって業績の回復に専念して参ります。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の業績は概ね予定通りに推移しており、通期の業績につきましては、平成25年

５月10日に発表いたしました業績予想に変更はございません。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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。 

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,259,564 1,916,973

受取手形及び売掛金 3,248,996 3,456,768

商品及び製品 476,331 527,726

仕掛品 905,312 801,318

原材料及び貯蔵品 798,984 766,482

繰延税金資産 104,658 90,798

未収入金 90,499 93,338

その他 43,667 59,627

貸倒引当金 △1,625 △1,640

流動資産合計 6,926,390 7,711,393

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,371,597 9,609,979

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,309,382 △6,487,129

建物及び構築物（純額） 3,062,214 3,122,849

機械装置及び運搬具 12,291,954 12,916,344

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,993,855 △9,557,676

機械装置及び運搬具（純額） 3,298,098 3,358,668

工具、器具及び備品 4,156,967 3,866,030

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,821,571 △3,546,841

工具、器具及び備品（純額） 335,395 319,188

土地 3,454,451 3,437,829

建設仮勘定 9,909 56,115

有形固定資産合計 10,160,070 10,294,651

無形固定資産 132,644 138,041

投資その他の資産   

投資有価証券 499,815 521,750

前払年金費用 156,852 149,167

繰延税金資産 10,540 12,143

その他 642,895 243,397

貸倒引当金 △32,700 △32,700

投資その他の資産合計 1,277,404 893,759

固定資産合計 11,570,118 11,326,451

資産合計 18,496,509 19,037,845



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,439,845 3,857,894

短期借入金 2,104,940 2,351,944

未払法人税等 49,509 37,718

未払消費税等 26,469 25,815

賞与引当金 173,000 164,000

その他 770,433 759,416

流動負債合計 6,564,197 7,196,789

固定負債   

社債 120,000 60,000

長期借入金 1,093,000 883,120

繰延税金負債 147,968 158,898

退職給付引当金 70,322 87,235

役員退職慰労引当金 720,900 222,700

リース債務 87,375 70,144

再評価に係る繰延税金負債 473,324 473,324

固定負債合計 2,712,890 1,955,422

負債合計 9,277,087 9,152,212

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,149,472 4,149,472

資本剰余金 4,459,862 4,459,862

利益剰余金 1,688,660 1,716,757

自己株式 △8,876 △8,892

株主資本合計 10,289,119 10,317,199

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,641 43,844

土地再評価差額金 △277,431 △277,431

為替換算調整勘定 △823,906 △197,979

その他の包括利益累計額合計 △1,069,697 △431,566

純資産合計 9,219,421 9,885,633

負債純資産合計 18,496,509 19,037,845



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,737,765 8,741,052

売上原価 7,869,013 7,847,126

売上総利益 868,751 893,925

販売費及び一般管理費 896,964 852,904

営業利益又は営業損失（△） △28,212 41,021

営業外収益   

受取利息 398 4,321

受取配当金 2,267 2,240

受取賃貸料 34,720 35,191

受取保険金 747 66,086

助成金収入 － 17,140

その他 3,608 5,100

営業外収益合計 41,742 130,080

営業外費用   

支払利息 15,463 24,878

債権売却損 11,448 6,330

租税公課 15,880 16,423

為替差損 32,921 12,566

その他 14,153 12,985

営業外費用合計 89,867 73,184

経常利益又は経常損失（△） △76,337 97,917

特別利益   

固定資産売却益 6,891 2,065

特別利益合計 6,891 2,065

特別損失   

固定資産売却損 10,505 9,001

固定資産除却損 29,608 8,892

投資有価証券評価損 14,056 2,434

特別損失合計 54,170 20,328

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（△）

△123,616 79,654

法人税、住民税及び事業税 29,670 34,311

法人税等調整額 △10,737 17,245

法人税等合計 18,933 51,557

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△142,550 28,096

四半期純利益又は四半期純損失（△） △142,550 28,096



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△142,550 28,096

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,961 12,203

為替換算調整勘定 69,101 625,927

その他の包括利益合計 56,139 638,130

四半期包括利益 △86,410 666,227

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △86,410 666,227

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

△123,616 79,654

減価償却費 538,980 540,868

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,557 6,980

前払年金費用の増減額（△は増加） 17,398 7,684

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,549 △498,200

受取利息及び受取配当金 △2,666 △6,561

支払利息 15,463 24,878

有形固定資産除却損 29,608 8,892

売上債権の増減額（△は増加） △158,908 △4,348

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,702 214,828

仕入債務の増減額（△は減少） 362,547 249,922

その他 △36,850 52,705

小計 647,360 677,307

利息及び配当金の受取額 2,666 6,561

利息の支払額 △15,395 △27,819

法人税等の支払額 △28,185 △49,452

営業活動によるキャッシュ・フロー 606,445 606,596

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △703,052 △386,710

有形固定資産の売却による収入 19,462 17,760

無形固定資産の取得による支出 △48,939 △6,598

投資有価証券の取得による支出 △4,646 △4,686

投資その他の資産の増減額（△は増加） △91,247 407,279

その他 △736 △2,775

投資活動によるキャッシュ・フロー △829,158 24,269

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） 500,000 337,815

長期借入金の返済による支出 △211,900 △308,660

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,929 △26,446

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △18 △16

配当金の支払額 △30,658 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 189,493 △57,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,960 83,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,179 657,409

現金及び現金同等物の期首残高 1,349,316 1,259,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,314,136 1,916,973



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（４）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）


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	ヘッダー１3: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー１4: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー１5: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー１6: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー１7: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー１8: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー１9: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー１10: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー１11: ㈱エノモト(6928)平成26年３月期 第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -


