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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 24,505 △8.6 542 14.6 1,074 ― 833 ―
24年3月期第3四半期 26,810 △5.3 473 △58.2 42 △92.0 △245 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,706百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △853百万円 （―％）

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3月期第3四半期 20.10 ―
24年3月期第3四半期 △5.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 58,890 33,005 49.7
24年3月期 57,703 31,521 48.5
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  29,281百万円 24年3月期  27,984百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 1.00 4.00
25年3月期 ― 2.00 ―
25年3月期（予想） 3.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有   

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 32,500 △7.5 350 10.7 1,110 ― 840 ― 20.26



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）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）詳細は、添付資料２ページ「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。 

(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。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 45,246,212 株 24年3月期 45,246,212 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,795,789 株 24年3月期 3,791,291 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 41,452,724 株 24年3月期3Q 41,458,290 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成24年4月1日～12月31日）におけるわが国経済は、震災復興需要や景気刺激策

などを背景として緩やかに持ち直しつつあるものの、海外経済の減速を受けて弱含みの中で推移しました。ま

た、米国経済は緩やかな回復基調で推移しておりましたが、欧州の債務問題の長期化、さらに中国を中心にした

アジアの経済成長も鈍化の兆しが見られ世界経済も低迷しました。 

 このような環境の中、カーエレクトロニクスや住宅分野への販売は増加しましたが、通信機器市場、コンピュ

ータ市場などへの販売は前年を下回りました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は24,505百万円

（前年同期比8.6%減）となりましたが、中国セグメントの改善などが寄与し、営業利益は542百万円（前年同期

比14.6%増）となりました。行き過ぎた円高の是正により為替差益414百万円を計上した結果、経常利益は1,074

百万円（前年同四半期連結累計期間は経常利益42百万円）、四半期純利益は833百万円（前年同四半期連結累計

期間は四半期純損失245百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して1,187百万円増加し、58,890百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金などが増加したことによるものであります。 

 負債合計は、前期末に比べ296百万円減少し、25,885百万円となりました。これは主に長期未払金の減少など

によるものであります。 

 純資産合計は、前期末に比べ1,484百万円増加し、33,005百万円となりました。これは主に四半期純利益の計

上及び為替換算調整勘定が増加したため、純資産が増加しております。 

 自己資本比率は、前期末に比べ1.2ポイント増加し、49.7％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年11月12日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。なお、当該予想数値の修正に 

関する内容につきましては、本日（平成25年２月14日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

  

（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 

 税金費用については、主に当第３四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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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４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３四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33,787千円増加しております。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,810,931 14,058,118

受取手形及び売掛金 8,680,881 8,696,663

有価証券 1,868,279 1,869,334

商品及び製品 2,919,170 3,072,218

仕掛品 3,019,793 3,039,016

原材料及び貯蔵品 2,073,980 2,373,182

繰延税金資産 39,553 31,515

その他 1,114,386 1,023,848

貸倒引当金 △28,670 △18,407

流動資産合計 32,498,307 34,145,489

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,567,237 5,021,183

機械装置及び運搬具（純額） 10,654,208 9,922,935

工具、器具及び備品（純額） 994,468 968,498

土地 5,624,299 5,658,100

建設仮勘定 1,545,779 1,303,460

有形固定資産合計 23,385,993 22,874,176

無形固定資産   

のれん 98,744 64,059

その他 151,873 151,319

無形固定資産合計 250,617 215,379

投資その他の資産   

投資有価証券 1,128,477 1,229,584

長期貸付金 7,684 7,820

繰延税金資産 17,477 19,214

その他 532,299 516,968

貸倒引当金 △117,664 △117,661

投資その他の資産合計 1,568,274 1,655,925

固定資産合計 25,204,885 24,745,481

資産合計 57,703,192 58,890,970



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,999,787 2,912,651

短期借入金 2,961,671 3,005,283

1年内返済予定の長期借入金 3,762,614 3,959,830

未払金 1,030,894 891,064

未払法人税等 91,159 129,364

繰延税金負債 1,518 1,358

賞与引当金 376,276 266,303

役員賞与引当金 － 11,250

その他 598,383 627,004

流動負債合計 11,822,306 11,804,110

固定負債   

長期借入金 11,614,678 11,508,152

繰延税金負債 442,336 444,852

退職給付引当金 1,656,060 1,674,683

長期未払金 522,271 314,535

資産除去債務 24,364 24,663

その他 100,119 114,644

固定負債合計 14,359,831 14,081,532

負債合計 26,182,137 25,885,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 12,413,466 12,413,466

利益剰余金 △192,383 516,612

自己株式 △1,521,235 △1,522,282

株主資本合計 30,044,731 30,752,680

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △59,065 △51,729

為替換算調整勘定 △2,000,705 △1,419,649

その他の包括利益累計額合計 △2,059,771 △1,471,378

少数株主持分 3,536,094 3,724,025

純資産合計 31,521,055 33,005,326

負債純資産合計 57,703,192 58,890,970



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 26,810,849 24,505,071

売上原価 21,738,656 19,709,507

売上総利益 5,072,193 4,795,563

販売費及び一般管理費 4,598,735 4,252,825

営業利益 473,457 542,738

営業外収益   

受取利息 20,797 11,539

受取配当金 25,476 24,752

受取保険金 5,357 151,414

為替差益 － 414,955

補助金収入 81,409 90,912

その他 106,729 104,356

営業外収益合計 239,770 797,931

営業外費用   

支払利息 269,993 223,218

為替差損 284,134 －

その他 116,212 42,698

営業外費用合計 670,340 265,916

経常利益 42,887 1,074,753

特別利益   

固定資産売却益 7,178 1,816

減損損失戻入益 39,589 26,470

特別利益合計 46,768 28,287

特別損失   

固定資産売却損 6 1,176

固定資産除却損 14,183 23,930

減損損失 － 9,311

投資有価証券評価損 106,845 －

特別損失合計 121,036 34,418

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（△）

△31,380 1,068,622

法人税、住民税及び事業税 179,178 189,528

法人税等調整額 △72,855 1,864

法人税等合計 106,323 191,393

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（△）

△137,703 877,228

少数株主利益 107,740 43,878

四半期純利益又は四半期純損失（△） △245,444 833,350



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31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（△）

△137,703 877,228

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △89,734 7,335

為替換算調整勘定 △626,016 822,070

その他の包括利益合計 △715,750 829,406

四半期包括利益 △853,454 1,706,635

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △805,022 1,421,742

少数株主に係る四半期包括利益 △48,431 284,892



該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

   

〔セグメント情報〕  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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79,065千円には、セグメント間取引消去151,386千円、のれ

んの償却額△55,003千円、その他の調整額△17,318千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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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：千円）

（注）１. セグメント利益（営業利益）の調整額122,361千円には、セグメント間取引消去132,902千円、の

れんの償却額△36,878千円、その他の調整額26,338千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  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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 
（注）２ 

日本 
  

北米 
（注）３ 

欧州 
（注）３ 

中国
  

台湾
  

アジア
（注）３ 計

売上高                                                 

外部顧客への

売上高 
 9,626,478  832,436 1,211,168 5,045,154 8,778,236 1,317,375  26,810,849  － 26,810,849

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 9,879,680  62,899 2,254 3,176,847 1,015,665 3,383,420  17,520,767  △17,520,767 －

計  19,506,159  895,335 1,213,422 8,222,001 9,793,901 4,700,796  44,331,617  △17,520,767 26,810,849

セグメント利益 

又は損失（△） 
 627,191  28,245 9,557 △627,171 224,610 131,957  394,392  79,065 473,457

   
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 
（注）２ 

日本 
  

北米 
（注）３ 

欧州 
（注）３ 

中国
  

台湾
  

アジア
（注）３ 計

売上高                                                 

外部顧客への

売上高 
 8,859,903  1,229,787 1,085,780 6,009,608 6,113,151 1,206,840  24,505,071  － 24,505,071

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 8,887,439  22,976 439 3,286,438 941,989 3,185,436  16,324,719  △16,324,719 －

計  17,747,342  1,252,764 1,086,220 9,296,046 7,055,140 4,392,276  40,829,790  △16,324,719 24,505,071

セグメント利益  52,366  51,577 8,178 53,176 159,030 96,047  420,376  122,361 542,738



２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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４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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、

「日本」で33,787千円増加しております。  
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