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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 9,941 11.3 363 △48.6 80 △72.7 29 △75.5
23年3月期第1四半期 8,935 46.1 707 ― 294 ― 119 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △13百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 84百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 0.70 ―
23年3月期第1四半期 2.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 58,091 31,502 48.3
23年3月期 57,507 32,276 50.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  28,045百万円 23年3月期  28,777百万円

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

23年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 20,000 6.8 1,100 11.2 900 148.2 450 280.3 10.85
通期 41,000 7.9 2,500 75.4 2,100 146.4 1,200 182.3 28.94



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方
法等の変更の有無となります。 

(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ます。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
く四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。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２ページ
「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。 

4.  その他

新規 1社 （社名） DAISHINKU(THAILAND)CO.,LTD. 、 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） 24年3月期1Q 45,246,212 株 23年3月期 45,246,212 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,786,756 株 23年3月期 3,783,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 41,460,641 株 23年3月期1Q 41,478,285 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成23年4月1日～6月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により

生産や輸出が減少し、サプライチェーンが混乱する中でスタートしました。その後、企業の生産活動は回復して

いるものの、円高の進行など先行きは不透明な状況が継続しています。一方、世界経済におきまして中国を中心

とするアジア経済は引き続き景気拡大が続きましたが、欧米における景気回復ペースは鈍化の兆しを見せており

ます。 

 このような環境のなか、当社グループの主要マーケットであるスマートフォンなどの高機能な携帯電話市場及

びカーエレクトロニクス市場を中心に販売が前年を上回りました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上

高は9,941百万円（前年同期比11.3%増）となりましたが、為替相場の円高ドル安の進行により、営業利益は363

百万円（前年同期比48.6%減）となりました。また、為替差損を257百万円計上した結果、経常利益80百万円（前

年同期比72.7%減）、四半期純利益は29百万円（前年同期比75.5%減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して583百万円増加し、58,091百万円となりました。

これは主に売掛金の増加などによるものであります。 

 負債合計は、前期末に比べ1,357百万円増加し、26,589百万円となりました。借入金の増加などによるもので

あります。 

 純資産合計は、前期末に比べ774百万円減少し、31,502百万円となりました。主に利益剰余金が減少したた

め、純資産が減少しております。 

 自己資本比率は、前期末に比べ1.7ポイント減少し、48.3％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、為替相場の変動、原材料価格の変動や世界経済の動向など景況に不透明感もあ

り、現時点において当社業績に与える影響を想定することが困難なため、平成23年5月13日発表の業績予想は変

更しておりません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結会計期間より、当社の非連結子会社であったDAISHINKU(THAILAND)CO.,LTD.は重要性が増し

たことにより、連結の範囲に含めております。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、主に当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

  

（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。 

  

（４）追加情報 

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更） 

 従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった天津大真空有限公司、加高電子股份有限公司、加高電子

（深圳）有限公司、HARMONY ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD及び加高電子（蘇州）有限公司については、同日現

在の財務諸表を利用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について必要な調整を行っておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

 なお、決算期変更に伴う３か月間の損益は、利益剰余金に計上しております。 

  

（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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 9,781,926 9,552,938

受取手形及び売掛金 9,870,982 10,829,604

有価証券 1,866,661 1,867,083

商品及び製品 2,592,406 2,661,626

仕掛品 3,206,088 3,112,259

原材料及び貯蔵品 2,264,342 2,276,747

繰延税金資産 42,256 46,600

その他 1,449,160 1,485,220

貸倒引当金 △62,019 △74,854

流動資産合計 31,011,804 31,757,228

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,901,703 4,833,782

機械装置及び運搬具（純額） 11,960,768 11,995,327

工具、器具及び備品（純額） 1,190,991 1,196,093

土地 5,628,613 5,624,274

建設仮勘定 747,948 794,221

有形固定資産合計 24,430,027 24,443,700

無形固定資産   

のれん 166,845 145,341

その他 157,456 155,777

無形固定資産合計 324,302 301,119

投資その他の資産   

投資有価証券 1,187,349 1,066,153

長期貸付金 7,505 7,342

繰延税金資産 29,516 29,281

その他 635,150 604,355

貸倒引当金 △117,661 △117,763

投資その他の資産合計 1,741,860 1,589,369

固定資産合計 26,496,190 26,334,189

資産合計 57,507,994 58,091,417



（単位：千円）

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 2,092,122 3,193,989

短期借入金 4,167,187 3,695,375

1年内返済予定の長期借入金 3,089,033 2,817,249

未払金 1,279,670 1,913,939

未払法人税等 215,010 106,197

繰延税金負債 5,077 5,187

賞与引当金 512,757 142,818

役員賞与引当金 10,000 3,750

その他 862,933 918,711

流動負債合計 12,233,793 12,797,219

固定負債   

長期借入金 9,706,504 10,896,308

繰延税金負債 514,172 475,120

退職給付引当金 1,579,442 1,595,822

長期未払金 1,092,682 719,474

資産除去債務 23,974 24,071

その他 81,017 81,157

固定負債合計 12,997,792 13,791,956

負債合計 25,231,585 26,589,175

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 12,413,615 12,413,615

利益剰余金 812,411 210,676

自己株式 △1,518,345 △1,519,825

株主資本合計 31,052,565 30,449,349

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △114,869 △207,992

為替換算調整勘定 △2,160,672 △2,195,901

その他の包括利益累計額合計 △2,275,541 △2,403,894

少数株主持分 3,499,384 3,456,786

純資産合計 32,276,408 31,502,242

負債純資産合計 57,507,994 58,091,417



（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 8,935,731 9,941,813

売上原価 6,679,662 8,002,566

売上総利益 2,256,069 1,939,247

販売費及び一般管理費 1,548,471 1,575,380

営業利益 707,597 363,866

営業外収益   

受取利息 4,084 10,121

受取配当金 13,848 15,114

補助金収入 － 11,685

投資有価証券受贈益 24,734 －

その他 43,326 40,616

営業外収益合計 85,995 77,537

営業外費用   

支払利息 94,231 86,327

為替差損 377,453 257,956

その他 27,427 16,784

営業外費用合計 499,111 361,068

経常利益 294,481 80,335

特別利益   

固定資産売却益 3,612 7,062

貸倒引当金戻入額 2,349 －

特別利益合計 5,962 7,062

特別損失   

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 438 645

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,191 －

その他 1,472 －

特別損失合計 12,113 645

税金等調整前四半期純利益 288,329 86,752

法人税、住民税及び事業税 93,812 78,690

法人税等調整額 △528 △58,767

法人税等合計 93,283 19,922

少数株主損益調整前四半期純利益 195,046 66,830

少数株主利益 75,965 37,605

四半期純利益 119,080 29,224



（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 195,046 66,830

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △156,830 △93,123

為替換算調整勘定 46,582 12,405

その他の包括利益合計 △110,248 △80,718

四半期包括利益 84,798 △13,888

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △49,241 △99,128

少数株主に係る四半期包括利益 134,039 85,239



 該当事項はありません。 

  

〔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） 

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）

（注）１. セグメント利益（営業利益）の調整額16,799千円には、セグメント間取引消去37,330千円、のれんの

償却額△20,231千円、その他の調整額△300千円が含まれております。 

２． セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ  

(3）アジア……インドネシア、シンガポール  

  

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） 

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）

（注）１. セグメント利益（営業利益）の調整額△49,175千円には、セグメント間取引消去64,622千円、のれん

の償却額△21,537千円、その他の調整額△92,260千円が含まれております。 

２.  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ  

(3）アジア……インドネシア、シンガポール  

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

   

報告セグメント 
調整額 

（注）１  

四半期連結
損益計算書 
計上額 日本 

  
北米 

（注）２ 
欧州 

（注）２ 
中国

  
台湾

  
アジア

（注）２ 計

売上高                                                 

外部顧客への

売上高 
 3,050,390  287,968 363,457 1,900,636 2,792,400 540,877  8,935,731  － 8,935,731

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 5,229,809  106 － 1,350,002 475,153 1,192,466  8,247,539  △8,247,539 －

計  8,280,200  288,075 363,457 3,250,639 3,267,553 1,733,344  17,183,270  △8,247,539 8,935,731

セグメント利益 

又は損失（△） 
 410,991  △12,778 2,101 48,244 214,053 28,186  690,798  16,799 707,597

   

報告セグメント 
調整額 

（注）１  

四半期連結
損益計算書 
計上額 日本 

  
北米 

（注）２ 
欧州 

（注）２ 
中国

  
台湾

  
アジア

（注）２ 計

売上高                                                 

外部顧客への

売上高 
 3,197,836  296,991 436,611 1,749,198 3,734,992 526,183  9,941,813  － 9,941,813

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 4,067,009  23,576 1,333 1,192,863 433,603 1,256,102  6,974,489  △6,974,489 －

計  7,264,845  320,568 437,945 2,942,062 4,168,595 1,782,286  16,916,303  △6,974,489 9,941,813

セグメント利益 

又は損失（△） 
 373,113  31,595 △6,455 △227,094 162,161 79,720  413,042  △49,175 363,866

（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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