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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） 

前第1四半期連結会計期間において遡及処理を行っております。これに伴い、25年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。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（追加情報）」をご覧ください。 

(2) 連結財政状態 

前期末において遡及処理を行っております。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（追加情報）」をご覧ください。  

(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 9,004 10.0 337 △26.4 552 70.8 456 91.4
25年3月期第1四半期 8,187 ― 458 ― 323 ― 238 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,275百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △354百万円 （―％）

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 11.01 ―
25年3月期第1四半期 5.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 60,213 35,500 52.1
25年3月期 59,050 34,443 51.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  31,368百万円 25年3月期  30,458百万円

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 ― 2.00 ― 4.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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  
前期末において遡及処理を行っております。これに伴い、対前期増減率は記載しておりません。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（追加情報）」をご覧ください。 

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 38,000 ― 2,140 ― 1,960 ― 1,100 ― 26.54



(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 

(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   ：  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 45,246,212 株 25年3月期 45,246,212 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,802,301 株 25年3月期 3,797,250 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 41,445,524 株 25年3月期1Q 41,453,928 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（平成25年4月1日～6月30日）におけるわが国経済は、円高の是正が進み、企業収

益の改善や個人消費の増加なども見られ、穏やかな回復傾向で推移しました。世界経済におきましては、米国経

済は個人消費が増加し、住宅市場や雇用環境に改善傾向が見られ穏やかな回復基調が続いておりますが、欧州で

は依然として経済の低迷が続いており、中国を中心にしたアジアの経済成長は鈍化してまいりました。 

 このような環境のなか、スマートフォンを中心とする通信機器市場やカーエレクトロニクス市場への販売は増

加しました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は9,004百万円（前年同期比10.0%増）となりました

が、海外生産子会社における固定費の上昇などに伴い、営業利益は337百万円（前年同期比26.4%減）となりまし

た。また、円高の是正が進み、為替差益250百万円を計上した結果、経常利益は552百万円（前年同期比70.8%

増）、四半期純利益は456百万円（前年同期比91.4%増）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、前期末と比較して1,163百万円増加し、60,213百万円となりまし 

た。これは主に受取手形及び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106百万円増加し、24,713百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増

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1,056百万円増加し、35,500百万円となりました。主に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0.5ポイント増加し、52.1％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 

 平成26年３月期の通期の業績予想につきましては、平成25年5月14日発表の業績予想に変更はありません。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、在外連結子会社である加高電子股份有限公司グループの連結財務諸表につい

ては、2013年１月１日以後開始する事業年度から国際会計基準に基づく会計処理を適用し、６月30日現在で決算

に準じた仮決算を行った連結財務諸表を基礎として当社グループの連結財務諸表を作成しております。この変更

は、台湾の上場会社について、2013年１月１日以後開始する事業年度から、それまでの台湾の会計基準に対して

国際会計基準に基づく会計処理が強制的に適用開始されることになったことを契機として、会計基準等の採用動

向などを総合的に勘案し実施したものであります。当該会計方針の変更は遡及して適用され、前年四半期及び前

連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。 

 遡及適用を行う前と比較し、前第１四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

並びに１株当たり四半期（当期）純利益に与える影響は軽微であります。なお、前連結会計年度の期首の純資産

に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前連結会計年度の期首残高が108百万円増加しておりま

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 13,494,912 13,502,708

受取手形及び売掛金 8,783,656 9,538,392

有価証券 1,869,649 1,869,901

商品及び製品 2,799,529 2,621,754

仕掛品 3,141,322 3,316,291

原材料及び貯蔵品 2,385,992 2,373,639

繰延税金資産 198,252 230,150

その他 1,218,708 1,248,690

貸倒引当金 △18,632 △18,067

流動資産合計 33,873,390 34,683,461

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,157,060 5,124,348

機械装置及び運搬具（純額） 9,803,461 10,030,906

工具、器具及び備品（純額） 995,637 1,014,738

土地 5,693,036 5,720,128

建設仮勘定 1,485,835 1,485,519

有形固定資産合計 23,135,032 23,375,641

無形固定資産   

のれん 53,343 42,054

その他 165,247 177,829

無形固定資産合計 218,590 219,883

投資その他の資産   

投資有価証券 1,410,293 1,510,176

長期貸付金 316 207

繰延税金資産 52,226 56,607

その他 478,677 485,769

貸倒引当金 △118,241 △118,241

投資その他の資産合計 1,823,272 1,934,520

固定資産合計 25,176,895 25,530,045

資産合計 59,050,286 60,213,506



（単位：千円）

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 2,653,907 3,064,977

短期借入金 2,530,454 2,935,151

1年内返済予定の長期借入金 6,261,500 5,922,014

未払金 779,791 1,016,593

未払法人税等 327,663 134,123

賞与引当金 498,224 265,357

役員賞与引当金 － 3,750

その他 676,843 769,395

流動負債合計 13,728,385 14,111,364

固定負債   

長期借入金 8,059,859 7,749,831

繰延税金負債 531,194 550,255

退職給付引当金 1,738,202 1,738,785

長期未払金 309,739 315,391

資産除去債務 24,763 24,865

その他 214,309 222,621

固定負債合計 10,878,068 10,601,751

負債合計 24,606,454 24,713,115

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 878,200 1,168,771

自己株式 △1,522,712 △1,524,404

株主資本合計 31,113,838 31,402,716

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 90,328 157,107

為替換算調整勘定 △745,738 △190,869

その他の包括利益累計額合計 △655,409 △33,762

少数株主持分 3,985,403 4,131,437

純資産合計 34,443,831 35,500,391

負債純資産合計 59,050,286 60,213,506



（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 8,187,631 9,004,870

売上原価 6,297,409 7,136,092

売上総利益 1,890,221 1,868,777

販売費及び一般管理費 1,431,618 1,531,185

営業利益 458,602 337,592

営業外収益   

受取利息 4,116 5,957

受取配当金 14,516 15,130

為替差益 － 250,351

補助金収入 88,088 －

その他 24,969 25,010

営業外収益合計 131,691 296,449

営業外費用   

支払利息 78,729 67,380

為替差損 166,622 －

その他 21,654 14,593

営業外費用合計 267,006 81,974

経常利益 323,287 552,067

特別利益   

固定資産売却益 51 827

特別利益合計 51 827

特別損失   

固定資産売却損 360 －

固定資産除却損 239 15,211

投資有価証券評価損 38,166 －

過年度関税等支払額 － 41,012

特別損失合計 38,766 56,223

税金等調整前四半期純利益 284,572 496,670

法人税、住民税及び事業税 48,631 81,321

法人税等調整額 △31,083 △63,931

法人税等合計 17,547 17,390

少数株主損益調整前四半期純利益 267,025 479,280

少数株主利益 28,614 22,914

四半期純利益 238,410 456,366



（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 267,025 479,280

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △70,664 66,778

為替換算調整勘定 △550,524 729,091

その他の包括利益合計 △621,188 795,870

四半期包括利益 △354,163 1,275,151

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △241,273 1,078,013

少数株主に係る四半期包括利益 △112,890 197,137



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 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） 

  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△19,062千円には、セグメント間取引消去52,025千円、の

れんの償却額△12,292千円、その他の調整額△58,795千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25年４月１日 至 平成25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△35,981千円には、セグメント間取引消去45,462千円、の

れんの償却額△12,954千円、その他の調整額△68,488千円が含まれております。 

２. セグメント利益又は損失は、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）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）

（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）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 
 3,228,766  371,730 359,330 1,805,214 2,028,328 394,260  8,187,631  － 8,187,631

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 3,040,212  6,018 － 1,259,362 290,325 1,086,004  5,681,923  △5,681,923 －

計  6,268,978  377,749 359,330 3,064,576 2,318,654 1,480,265  13,869,554  △5,681,923 8,187,631

セグメント利益  254,393  11,351 2,620 63,218 68,633 77,446  477,665  △19,062 458,602

   
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）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 
 2,552,303  550,971 480,538 2,580,837 2,368,686 471,532  9,004,870  － 9,004,870

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 3,707,180  7,645 425 1,224,590 324,934 1,093,812  6,358,589  △6,358,589 －

計  6,259,484  558,617 480,963 3,805,427 2,693,621 1,565,345  15,363,459  △6,358,589 9,004,870

セグメント利益

又は損失（△） 
 221,674  24,614 3,272 54,383 90,842 △21,213  373,573  △35,981 337,592



４．在外子会社における中華民国国際会計基準の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、連結子会社である加高電子股份有限公司の連結財務諸表につ

き、中華民国国際会計基準が強制適用されることから、当該会計基準を適用した加高電子股份有限

公司の数値を基礎として、当社グループのセグメント情報を作成しております。当該会計基準は遡

及され、前第１四半期連結会計期間については遡及適用後のセグメント情報となっております。 

   なお、これによる前第１四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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