
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

  

（２）連結財政状態  

  

  

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  

  
  

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）  

  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有  
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代表者  （役職名） 代表取締役専務  （氏名）武藤 靖  
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四半期報告書提出予定日  平成26年２月13日  配当支払開始予定日  －  

四半期決算補足説明資料作成の有無：無   

四半期決算説明会開催の有無      ：無   

  （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３四半期  37,649 23.2 886 - 1,012 - △1,294 - 

25年３月期第３四半期  30,566 3.1 △85 - △39 - △124 - 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  △624百万円 （-％）    25年３月期第３四半期  △58百万円 （-％）  

  
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３四半期  △143.52 - 

25年３月期第３四半期  △13.79 - 

  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３四半期  30,227 6,427 21.1 706.27 

25年３月期  26,944 7,054 26.0 776.80 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  6,368百万円   25年３月期  7,005百万円 

   
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  - 0.00 - 0.00 0.00 
26年３月期  - 0.00 -       

26年３月期（予想）          3.00 3.00 

  （％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  48,000 16.8 1,250 398.0 1,300 145.3 △1,000 - △110.90 



※  注記事項  

（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  

新規  -社  （社名）-、除外  -社  （社名）-  

  
  

（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  

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  

  
  

（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、四半期

財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。  
  

※  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、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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。  

 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ  9,149,400株 25年３月期  9,149,400株 

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  132,632株 25年３月期  131,500株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ  9,017,216株 25年３月期３Ｑ  9,019,644株 
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、景気刺激策により景気回復が持続するとともに、円高是正や株価上

昇が進み、輸出企業を中心に企業の収益改善が鮮明になってきました。海外におきましても、欧州債務問題、中東

情勢等の不安要因は残るものの、米国及び新興国は緩やかな成長が継続しております。 

経済の回復、新興国の雇用環境の改善により緩やかな回復が続いており、このような状況の下、当社グループ

は、成長が見込まれる海外市場及び新製品市場に対する経営資源を重点的に配分するとともに、昨年導入したＥＲ

Ｐシステムを活用した生産活動の効率化に注力いたしました。当第３四半期連結累計期間の売上高は、自動車機器

事業では海外市場の続伸に加えて、円安継続による増収効果等により 百万円（前年同期比 ％増）と大

きく伸長いたしました。営業利益は量産効果等により 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常利益は

為替差益の発生等により 百万円（前年同期は経常損失 百万円）、四半期純損失は独禁法関連損失の一括計

上により 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。 

セグメントの状況は以下の通りです。 

① 自動車機器事業 

自動車機器事業は、国内市場では軽自動車の販売好調の継続、海外市場では米国・中国・タイを中心とした販

売が大きく伸長したことにより、売上高は269億22百万円（前年同期比 ％増）となりました。利益面では、

高水準の研究開発費や投資負担を量産効果により吸収し、セグメント利益は15億円（前年同期比 ％増）と

なりました。 

② 電子機器事業 

電子機器事業は、パワーコンディショナー等の太陽光発電関連製品の市場投入、中国での販売増等により、売

上高は、107億27百万円（前年同期比 ％増）となりました。利益面では、量産効果によりセグメント利益は5

億80百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加9億7百万円、電子記録債権の増加3億5百万

円、原材料等のたな卸資産の増加5億92百万円、建設仮勘定の増加7億25百万円、投資有価証券の増加6億70百万円

等により前連結会計年度末比32億83百万円増加し、 百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の増加14億67百万円、未払金の増加7億78百万円、長期借入金の増加8億35百万円、

長期未払金の増加12億47百万円、短期借入金の減少8億80百万円等により前連結会計年度末比39億9百万円増加し、

百万円となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金の増加1億78百万円、為替換算調整勘定の増加4億88百万円、利益剰余金の

減少 百万円等により 百万円となり、自己資本比率は ％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月期の連結業績予想につきましては、平成25年11月11日の「平成26年３月期 第２四半期決算短信」

で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。詳細は、本日公表の「連結業績予想の修正に関する

お知らせ」をご覧ください。 

   

（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 

税金費用の計算 

税金費用については、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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半

期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めております。 

     

（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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

376億49 23.2

8億86 85

10億12 39

12億94 1億24

27.4

239.5

13.8

10.7

302億27

237億99

12億94 64億27 21.1

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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,395,753 3,136,249

受取手形及び売掛金 6,699,192 7,606,941

電子記録債権 － 305,365

商品及び製品 1,170,784 1,227,074

仕掛品 383,782 564,327

原材料及び貯蔵品 1,915,210 2,271,301

その他 1,181,056 1,392,174

貸倒引当金 △16,391 △17,953

流動資産合計 14,729,387 16,485,482

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,655,894 2,730,840

機械装置及び運搬具（純額） 4,264,226 4,313,064

土地 2,291,613 2,298,367

建設仮勘定 539,401 1,264,584

その他（純額） 574,708 679,179

有形固定資産合計 10,325,844 11,286,036

無形固定資産 372,022 364,610

投資その他の資産   

投資有価証券 972,149 1,642,252

その他 547,143 451,521

貸倒引当金 △2,250 △2,250

投資その他の資産合計 1,517,042 2,091,524

固定資産合計 12,214,909 13,742,171

資産合計 26,944,297 30,227,653
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,569,703 9,037,439

短期借入金 4,139,256 3,258,984

1年内返済予定の長期借入金 1,413,278 1,423,634

未払金 1,981,819 2,760,281

未払法人税等 50,506 170,340

賞与引当金 276,339 330,325

その他 431,956 853,365

流動負債合計 15,862,860 17,834,372

固定負債   

長期借入金 2,130,072 2,965,193

長期未払金 585,999 1,833,490

退職給付引当金 779,770 775,619

役員退職慰労引当金 235,105 95,900

その他 295,905 295,119

固定負債合計 4,026,852 5,965,322

負債合計 19,889,712 23,799,695

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,941 3,882,941

利益剰余金 1,537,236 243,055

自己株式 △61,220 △62,137

株主資本合計 7,548,957 6,253,860

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 259,130 437,614

繰延ヘッジ損益 1,619 △7,364

為替換算調整勘定 △804,617 △315,825

その他の包括利益累計額合計 △543,867 114,424

少数株主持分 49,495 59,673

純資産合計 7,054,585 6,427,958

負債純資産合計 26,944,297 30,227,653
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 30,566,765 37,649,485

売上原価 25,403,032 30,962,294

売上総利益 5,163,732 6,687,191

販売費及び一般管理費 5,249,538 5,800,397

営業利益又は営業損失（△） △85,806 886,793

営業外収益   

受取利息 5,110 4,419

受取配当金 16,347 19,550

為替差益 75,971 184,923

その他 59,837 59,131

営業外収益合計 157,267 268,024

営業外費用   

支払利息 80,840 93,299

手形売却損 914 2,159

支払手数料 2,559 37,517

その他 27,066 9,531

営業外費用合計 111,380 142,508

経常利益又は経常損失（△） △39,919 1,012,309

特別利益   

固定資産売却益 9,642 23,564

特別利益合計 9,642 23,564

特別損失   

固定資産売却損 98 6,568

固定資産除却損 1,021 621

独禁法関連損失 － 2,043,961

特別損失合計 1,120 2,051,150

税金等調整前四半期純損失（△） △31,398 △1,015,276

法人税等 81,363 267,625

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △112,761 △1,282,902

少数株主利益 11,609 11,277

四半期純損失（△） △124,371 △1,294,180
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（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △112,761 △1,282,902

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,220 178,484

繰延ヘッジ損益 5,895 △8,983

為替換算調整勘定 55,154 488,791

その他の包括利益合計 53,829 658,292

四半期包括利益 △58,932 △624,610

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △70,542 △635,887

少数株主に係る四半期包括利益 11,609 11,277
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

１．当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報等が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、「自動車機器事業」、「電子機器事業」の２つの事業を基本に構成されており、各事業本部は、国内及

び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって当社は、「自動車機器事業」、「電子機器事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「自動車機器事業」は、ガソリンエンジン用点火コイル、ミッションスイッチ、回転センサー、車載用制御基板

等を製造・販売しております。 

「電子機器事業」は、ファンヒーター用・エアコン用・給湯器用等の電子制御機器、電子着火装置及びパワーコ

ンディショナー等を製造・販売しております。 

２．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 

前第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） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用 千円であり

ます。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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

  

当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用 千円であり

ます。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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）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 

（注）２ 
自動車機器事業 電子機事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高 21,138,429 9,428,335 30,566,765  － 30,566,765

セグメント間の内部売上高 

又は振替額 
－ － －  － －

計 21,138,429 9,428,335 30,566,765  － 30,566,765

セグメント利益 442,057 524,766 966,824  (1,052,630) △85,806

1,052,630 1,052,630

  
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 
自動車機器事業 電子機事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高 26,922,074 10,727,411 37,649,485  － 37,649,485

セグメント間の内部売上高 

又は振替額 
－ － －  － －

計 26,922,074 10,727,411 37,649,485  － 37,649,485

セグメント利益 1,500,854 580,804 2,081,658  (1,194,864) 886,793

1,194,864 1,194,864
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