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  （百万円未満切捨て）

（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  17,494  19.8  1,538  △11.3  1,654  △7.7  975  13.6

25年３月期第２四半期  14,605  2.9  1,733  42.3  1,793  46.7  858  27.8

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 994百万円（ ％） 22.9   25年３月期第２四半期 808百万円 （ ％） 42.5

  
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  81.31  －

25年３月期第２四半期  71.57  －

  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  39,764  29,099  73.2  2,425.04

25年３月期  37,588  28,225  75.1  2,352.16

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 29,099百万円   25年３月期 28,225百万円 

  
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  － 14.00 － 10.00  24.00

26年３月期  － 10.00     

26年３月期（予想）     － 10.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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  37,279  31.4  2,992  24.4  2,995  2.8  1,481  14.3  123.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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 12,000,000株 25年３月期 12,000,000株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 437株 25年３月期 338株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 11,999,617株 25年３月期２Ｑ 11,999,686株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。

 業績等の予測数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、

たぶんに不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況等の変化などにより、この資料に記載

されている予想と大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。
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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、政府の経済対策により、円高是正や株価上昇等が進み、緩や

かながら景気回復の動きが見られたものの、欧米および新興国の景気低迷や円安による原材料調達コストの上昇、

電力料の値上げなどにより、全体的には不透明な状況で推移しました。 

当社グループの属する電子部品業界におきましては、自動車関連や通信機器、照明など一部の製品向け部品は好

調であったものの、民生機器向け部品などは依然として低迷いたしました。 

このような情勢のなかで、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は17,494百万円（前年同期比

2,888百万円増、19.8%増）、営業利益は1,538百万円（前年同期比195百万円減、11.3%減）、経常利益は1,654百万

円（前年同期比138百万円減、7.7%減）、四半期純利益は975百万円（前年同期比116百万円増、13.6%増）となりま

した。 

当社グループの種類別区分ごとの業績でありますが、集積回路は、通信機器、照明機器向け部品が堅調に推移し

たことにより、売上高は15,441百万円（前年同期比2,929百万円増、23.4%増）となりました。機能部品は、サーマ

ルプリントヘッド、特定用途向けセンサーの受注数量が堅調に推移したため、売上高は1,514百万円（前年同期比

43百万円増、3.0%増）となりました。受動部品につきましては、チップネットワーク抵抗器の販売価格の下落が進

んだため、売上高は532百万円（前年同期比7百万円減、1.4%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資産の部につきましては、売上債権など流動資産の増加により39,764百万円（前

連結会計年度末比2,175百万円増）となりました。負債の部につきましては、長期借入金など固定負債の増加によ

り10,665百万円（前連結会計年度末比1,301百万円増）となりました。これらの結果、純資産の部は29,099百万円

（前連結会計年度末比874百万円増）、自己資本比率は73.2%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月期の業績予想につきましては、現時点では、平成25年５月10日の決算短信で発表しました業績予想

から変更はございません。   

（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 

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。 

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
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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：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 13,595,599 14,672,463

受取手形及び売掛金 7,156,124 8,570,173

商品及び製品 150,286 162,736

仕掛品 655,171 616,451

原材料及び貯蔵品 830,649 896,243

前払費用 38,807 58,054

繰延税金資産 300,315 312,972

その他 269,689 28,644

流動資産合計 22,996,645 25,317,740

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,112,487 15,152,140

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,665,860 △9,981,899

建物及び構築物（純額） 5,446,626 5,170,240

機械装置及び運搬具 40,454,832 40,463,494

減価償却累計額及び減損損失累計額 △38,945,280 △39,128,699

機械装置及び運搬具（純額） 1,509,551 1,334,795

工具、器具及び備品 7,018,124 7,084,348

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,692,480 △6,768,785

工具、器具及び備品（純額） 325,644 315,563

土地 3,097,133 3,097,133

リース資産 264,196 257,891

減価償却累計額及び減損損失累計額 △121,428 △128,533

リース資産（純額） 142,767 129,357

建設仮勘定 105,029 545,546

有形固定資産合計 10,626,754 10,592,637

無形固定資産   

のれん 297,466 286,428

その他 281,334 265,773

無形固定資産合計 578,800 552,201

投資その他の資産   

投資有価証券 2,177,214 2,242,115

前払年金費用 325,891 296,372

繰延税金資産 399,575 372,576

その他 484,090 391,125

投資その他の資産合計 3,386,771 3,302,189

固定資産合計 14,592,326 14,447,028

資産合計 37,588,972 39,764,769
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（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 3,353,145 4,172,158

短期借入金 1,190,000 190,000

1年内返済予定の長期借入金 289,000 359,192

リース債務 49,823 50,700

未払金 1,291,032 1,347,577

未払法人税等 715,920 690,149

賞与引当金 558,042 607,081

その他 742,305 703,402

流動負債合計 8,189,271 8,120,261

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 － 1,440,808

リース債務 94,948 80,413

退職給付引当金 250,406 241,575

役員退職慰労引当金 433,608 386,820

その他 95,616 95,520

固定負債合計 1,174,580 2,545,137

負債合計 9,363,851 10,665,399

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,545,500 4,545,500

資本剰余金 5,790,950 5,790,950

利益剰余金 17,901,053 18,756,713

自己株式 △465 △612

株主資本合計 28,237,038 29,092,551

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,917 6,818

その他の包括利益累計額合計 △11,917 6,818

純資産合計 28,225,121 29,099,369

負債純資産合計 37,588,972 39,764,769
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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 14,605,999 17,494,960

売上原価 11,541,704 14,400,190

売上総利益 3,064,295 3,094,769

販売費及び一般管理費 1,330,664 1,556,196

営業利益 1,733,630 1,538,573

営業外収益   

受取利息 595 563

受取配当金 2,048 2,673

受取技術料 81,074 15,341

為替差益 － 17,099

持分法による投資利益 53,177 76,707

その他 46,976 50,540

営業外収益合計 183,872 162,924

営業外費用   

支払利息 14,143 10,143

支払補償費 4,128 14,260

為替差損 84,230 －

貸与資産減価償却費 20,162 15,510

その他 1,835 6,831

営業外費用合計 124,500 46,745

経常利益 1,793,002 1,654,752

特別利益   

固定資産売却益 1,005 1,317

特別利益合計 1,005 1,317

特別損失   

固定資産除却損 145,144 545

投資有価証券評価損 9,091 －

特別損失合計 154,235 545

税金等調整前四半期純利益 1,639,772 1,655,524

法人税、住民税及び事業税 608,919 675,881

法人税等調整額 172,047 3,986

法人税等合計 780,966 679,868

少数株主損益調整前四半期純利益 858,806 975,656

四半期純利益 858,806 975,656
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（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 858,806 975,656

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49,924 18,735

その他の包括利益合計 △49,924 18,735

四半期包括利益 808,882 994,392

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 808,882 994,392

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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 1,639,772 1,655,524

減価償却費 909,878 751,008

その他の償却額 26,645 34,999

のれん償却額 4,696 11,038

固定資産除却損 145,144 545

固定資産売却損益（△は益） △1,005 △1,317

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,484 49,039

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △46,788

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △8,831

受取利息及び受取配当金 △2,644 △3,236

支払利息 14,143 10,143

為替差損益（△は益） 31,886 △14,345

保険解約損益（△は益） － 4,284

投資有価証券評価損益（△は益） 9,091 －

持分法による投資損益（△は益） △53,177 △76,707

売上債権の増減額（△は増加） △1,071,091 △1,414,048

たな卸資産の増減額（△は増加） △106,690 △39,323

その他の資産の増減額（△は増加） 422,798 266,155

仕入債務の増減額（△は減少） 987,801 819,012

その他の負債の増減額（△は減少） △136,728 △45,438

小計 2,859,002 1,951,714

利息及び配当金の受取額 2,223 43,616

利息の支払額 △14,067 △11,342

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △464,852 △701,581

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,382,305 1,282,407

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 △796,462 △663,411

有形固定資産の除却による支出 △5,670 －

有形固定資産の売却による収入 1,870 2,543

無形固定資産の取得による支出 △5,636 △6,998

保険積立金の解約による収入 － 107,737

差入保証金の回収による収入 － 18

その他の支出 △22,335 △24,092

投資活動によるキャッシュ・フロー △828,233 △584,203

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,320,000 845,000

短期借入金の返済による支出 △1,320,000 △1,845,000

長期借入れによる収入 － 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △322,200 △289,000

リース債務の返済による支出 － △26,542

自己株式の取得による支出 － △146

配当金の支払額 △119,996 △119,996

財務活動によるキャッシュ・フロー △442,196 364,314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31,886 14,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,079,988 1,076,863

現金及び現金同等物の期首残高 12,111,146 13,595,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,191,135 14,672,463
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、生産、受注および販売の状況については製品

の種類別区分ごとに記載しております。 

（1）生産実績 

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（2）受注状況 

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（3）販売実績 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（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）

（セグメント情報等）

４．補足情報

生産、受注および販売の状況

製品の種類別区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

集積回路  15,423,552  120.8

機能部品  1,543,028  98.5

受動部品  521,612  99.8

その他  －  －

合計  17,488,193  117.7

製品の種類別区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

集積回路  15,343,662  121.0  650,028  93.4

機能部品  1,622,022  113.5  456,024  118.6

受動部品  542,616  100.7  51,390  140.0

その他  6,919  8.3  －  －

合計  17,515,220  118.9  1,157,443  103.6

製品の種類別区分 金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

集積回路  15,441,141  88.3  123.4

機能部品  1,514,575  8.7  103.0

受動部品  532,322  3.0  98.6

その他  6,919  0.0  8.3

合計  17,494,960  100.0  119.8
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