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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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 9,147 9.3 502 △10.0 630 △1.3 439 27.9
25年３月期第２四半期 8,367 △6.5 558 △52.6 638 △46.0 343 △53.4

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,070百万円( 164.2％) 25年３月期第２四半期 405百万円(△44.1％)

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 56.50 ―
25年３月期第２四半期 44.19 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 22,035 15,092 67.9
25年３月期 20,828 14,334 68.2

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 14,956百万円 25年３月期 14,203百万円

２．配当の状況

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 ― 40.00 40.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 35.00 35.00

(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

２．25年３月期期末配当金の内訳  普通配当 35円00銭 記念配当 ５円00銭

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）

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 18,200 12.7 1,120 31.8 1,210 14.4 820 62.1 105.47
(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 無

（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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 7,779,865株 25年３月期 7,779,865株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 5,144株 25年３月期 4,975株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 7,774,853株 25年３月期２Ｑ 7,774,980株

※ 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、四半期連結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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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3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。
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国の景気は堅調に推移しましたが、欧州経済はや

や持ち直してきたものの依然低調であり、中国、インド等新興国経済の成長率も鈍化傾向が続いており

ます。 

国内経済は、株高に伴う消費者マインドの回復、円安進行による輸出環境の改善、緊急経済対策等に

より景気は緩やかに改善してきております。 

このような状況の中、当社グループでは、製造面では将来の素子需要に備えるため８月に福島市松川

町に㈱福島芝浦電子の第２工場の建設に着手しました。販売面では車載用センサ、空調用センサ及び住

設機器用センサの販売が好調に推移し、また、中国向け素子販売が火災報知機用をはじめ全般に増加し

ました。一方で海外向けコーヒーメーカー用センサ及び電子レンジ用センサの減少により、家電用セン

サの販売は前年同期比減少しました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は前年同四半期比9.3％増の91億４千７百万円と

なりました。損益面におきましては、営業利益５億２百万円（前年同四半期比10.0％減）、経常利益６

億３千万円（前年同四半期比1.3％減）、四半期純利益４億３千９百万円（前年同四半期比27.9％増）

となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比12億７百万円（5.8％）増加し、220億３

千５百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比７億３千５百万円（5.4％）増加の143億２千

４百万円、固定資産は前連結会計年度末比４億７千２百万円（6.5％）増加の77億１千１百万円となり

ました。 

流動資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加等であります。 

固定資産増加の主な要因は、有形固定資産の増加５億７千５百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末比４億４千８百万円（6.9％）増加の69

億４千２百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末比３億３千３百万円（6.9％）増加の51億

５千７百万円、固定負債は前連結会計年度末比１億１千５百万円（6.9％）増加の17億８千４百万円と

なりました。 

流動負債増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加等によるものであります。 

固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末比７億５千８百万円（5.3％）増加

し、150億９千２百万円となりました。 

純資産増加の主な要因は、為替換算調整勘定の増加であります。 

利益剰余金は、四半期純利益による増加が剰余金の配当を上回ったことにより前連結会計年度末比１

億２千８百万円（1.3％）増加し、99億９千４百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の68.2％から67.9％（前連結会計年度末比0.3ポイント

減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、44億３千５百万円（前年

同四半期比15.5％減）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、８億２千２百万円（前年同四半期比45.3％減）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益６億７千８百万円、減価償却費５億１千７百万円等の資金の増加が

売上債権の増加５億９千９百万円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。 

なお、営業活動の結果得られた資金が、前年同四半期比45.3％減（６億８千１百万円減）となってい

るのは、前第２四半期連結累計期間に保険金の受取があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、８億６千６百万円（前年同四半期比34.5％減）となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得による支出９億４千２百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、１億２千万円（前年同四半期比67.7％減）となりました。これは、

配当金の支払による支出３億１千万円等があった一方、長期借入による収入が返済による支出を上回っ

たことによるものであります。 

  

平成25年５月10日に公表いたしました通期の連結業績予想は、変更ありません。 

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 4,756,359 4,737,325

受取手形及び売掛金 4,232,207 5,078,405

商品及び製品 1,076,890 1,048,237

仕掛品 1,985,016 1,995,530

原材料及び貯蔵品 816,114 900,719

その他 723,213 564,801

貸倒引当金 △771 △860

流動資産合計 13,589,030 14,324,158

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,026,647 3,092,062

機械装置及び運搬具（純額） 2,051,773 2,173,026

その他（純額） 1,029,583 1,418,220

有形固定資産合計 6,108,004 6,683,309

無形固定資産 195,446 181,861

投資その他の資産   

投資有価証券 473,264 439,716

その他 502,234 446,190

貸倒引当金 △39,849 △39,849

投資その他の資産合計 935,648 846,056

固定資産合計 7,239,099 7,711,228

資産合計 20,828,129 22,035,386
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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 2,268,360 2,622,732

短期借入金 955,114 1,016,538

未払法人税等 72,676 198,471

賞与引当金 265,815 322,722

役員賞与引当金 30,000 15,000

その他 1,232,712 982,387

流動負債合計 4,824,679 5,157,852

固定負債   

長期借入金 1,163,016 1,293,018

退職給付引当金 353,934 309,964

役員退職慰労引当金 92,681 98,368

その他 59,532 83,246

固定負債合計 1,669,164 1,784,598

負債合計 6,493,844 6,942,450

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,144,612 2,144,612

資本剰余金 2,069,698 2,069,698

利益剰余金 9,865,841 9,994,153

自己株式 △5,997 △6,203

株主資本合計 14,074,155 14,202,261

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 212,515 212,552

為替換算調整勘定 △83,647 541,500

その他の包括利益累計額合計 128,867 754,052

少数株主持分 131,262 136,622

純資産合計 14,334,284 15,092,936

負債純資産合計 20,828,129 22,035,386
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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 8,367,831 9,147,105

売上原価 6,507,990 7,337,828

売上総利益 1,859,840 1,809,276

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 445,355 426,593

賞与引当金繰入額 74,008 98,812

役員賞与引当金繰入額 20,000 15,000

退職給付引当金繰入額 82,710 46,241

役員退職慰労引当金繰入額 5,217 5,687

その他 674,417 714,815

販売費及び一般管理費合計 1,301,709 1,307,150

営業利益 558,131 502,126

営業外収益   

受取利息 1,274 3,559

受取配当金 3,971 5,790

為替差益 70,814 101,234

受取手数料 2,018 3,091

保険解約返戻金 1,470 －

その他 20,092 28,291

営業外収益合計 99,643 141,967

営業外費用   

支払利息 13,536 11,721

その他 5,411 1,685

営業外費用合計 18,948 13,407

経常利益 638,826 630,685

特別利益   

固定資産売却益 49 28

投資有価証券売却益 － 54,984

特別利益合計 49 55,012

特別損失   

固定資産処分損 61,178 7,211

投資有価証券評価損 336 －

特別損失合計 61,514 7,211

税金等調整前四半期純利益 577,361 678,487

法人税、住民税及び事業税 213,261 195,019

法人税等調整額 14,958 38,315

法人税等合計 228,219 233,334

少数株主損益調整前四半期純利益 349,142 445,152

少数株主利益 5,533 5,844

四半期純利益 343,609 439,307
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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 349,142 445,152

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,730 37

為替換算調整勘定 66,732 625,147

その他の包括利益合計 56,001 625,184

四半期包括利益 405,143 1,070,337

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 399,610 1,064,492

少数株主に係る四半期包括利益 5,533 5,844

㈱芝浦電子（６９５７）平成２６年３月期　第２四半期決算短信

8



（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 577,361 678,487

減価償却費 440,197 517,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 61

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,250 56,907

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,683 △45,798

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,822 5,687

受取利息及び受取配当金 △5,246 △9,349

支払利息 13,536 11,721

為替差損益（△は益） △10,755 △94,442

固定資産処分損益（△は益） 61,128 7,182

投資有価証券売却損益（△は益） － △54,984

投資有価証券評価損益（△は益） 336 －

売上債権の増減額（△は増加） △28,001 △599,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △237,236 83,255

未収消費税等の増減額（△は増加） 142,547 131,654

その他の流動資産の増減額（△は増加） △22,231 △10,917

仕入債務の増減額（△は減少） 61,139 179,856

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,175 △3,182

その他の流動負債の増減額（△は減少） △312,841 △40,387

その他 △29,654 6,537

小計 658,075 804,708

利息及び配当金の受取額 5,478 9,089

利息の支払額 △13,516 △11,522

法人税等の支払額 △212,636 △51,154

法人税等の還付額 30,019 70,913

保険金の受取額 1,035,796 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,503,217 822,035

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △79,679 △79,697

定期預金の払戻による収入 228,874 79,226

有形固定資産の取得による支出 △1,433,197 △942,072

有形固定資産の売却による収入 50 920

無形固定資産の取得による支出 △36,192 △25,576

投資有価証券の売却による収入 － 99,777

その他 △2,420 1,185

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,322,565 △866,237

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 200,000 470,000

長期借入金の返済による支出 △298,197 △277,531

配当金の支払額 △272,182 △310,563

その他 △2,075 △2,131

財務活動によるキャッシュ・フロー △372,455 △120,226

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122,933 142,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314,736 △21,475

現金及び現金同等物の期首残高 5,564,198 4,457,424

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,249,461 4,435,948
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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）
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