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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） 

（注）平成26年3月期第3四半期の経常利益の対前年同四半期増減率は、1,000％を超えるため、「－」と記載しております。 

(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 ％

26年3月期第3四半期 47,386 9.4 1,835 ― 3,610 ― 2,460 ―
25年3月期第3四半期 43,307 △0.1 △812 ― 181 △70.2 △814 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 10,393百万円 （256.4％） 25年3月期第3四半期 2,916百万円 （―％）

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 55.39 ―
25年3月期第3四半期 △18.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 153,787 139,268 84.9
25年3月期 147,420 130,074 83.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 130,488百万円 25年3月期 122,792百万円

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 
26年3月期の配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 12.00 ― 10.00 22.00
26年3月期 ― 12.00 ―
26年3月期（予想） ― ―

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 ： 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 63,000 8.4 2,200 ― 3,000 357.8 1,000 ― 22.51



(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 

(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。なお、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、当社が現時点で入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しており、当社としてその達成を約束する
  趣旨のものではありません。実際の業績等は、当社製品の需給の急速な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変 
  動など様々な要因により異なる場合があり得ることをご承知おきください。業績予想の前提となる仮定およ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］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。  
２．平成26年3月期の配当予想につきましては、今後の業績の推移を見極めたうえで改めて決定することとし、引き続き未定とさせていただきます。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 45,886,739 株 25年3月期 45,886,739 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,463,196 株 25年3月期 1,461,880 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 44,424,376 株 25年3月期3Q 44,425,299 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における世界経済は、米国の金融緩和縮小による影響、中国やその他新興国経済の先

行きや欧州の政府債務問題などに留意する必要はあるものの、米国での緩やかな景気回復、中国の景気拡大テンポ

の安定化や欧州での景気持ち直しの兆しなどから、底堅さを増してきました。 

国内経済は、各種政策の効果による企業収益の改善や個人消費の増加によって、緩やかに回復しております。 

このような状況にあって、当社グループは、有機ＥＬディスプレイの車載用途への本格参入による売上げ拡大を

はかると共に、既存事業の収益確保に取り組みました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は473億８千６百万円(前年同期比9.4％増)となりました。

このうち海外売上高は、アジア市場の一部で好調だったことから271億５千８百万円(前年同期比20.5％増)とな

り、国内売上高は202億２千８百万円(前年同期比2.6％減)となりました。収益面では、売上げの増加や構造改革の

効果から、営業利益は18億３千５百万円(前年同期は営業損失８億１千２百万円)、また、為替差益の影響により、

経常利益は36億１千万円(前年同期は経常利益１億８千１百万円)、四半期純利益は24億６千万円(前年同期は四半

期純損失８億１千４百万円)となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりです。 

① 電子部品事業 

蛍光表示管は、音響用途が順調に推移したものの、主力の車載用途が低調に推移したことから、売上げは前年

同期を下回りました。 

蛍光表示管モジュールは、主力のＰＯＳ用途が伸び悩んだものの、車載用途や計測器用途が好調であったこと

から、売上げは前年同期を上回りました。 

有機ＥＬディスプレイにつきましては、車載用途が伸びたものの、携帯電話などの通信機器用途が低迷し、売

上げは前年同期を下回りました。 

タッチパネルは、車載用途および家電用途が共に大きく伸展し、売上げは前年同期を上回りました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は178億９千９百万円(前年同期比6.8％増)となりました。 

  

② 電子機器事業 

ホビー用ラジコン機器は、欧州、アジア市場が順調に推移したことから、売上げは前年同期を上回りました。

産業用ラジコン機器につきましては、トラッククレーン向けや農業関連向けのテレコントロール製品の需要が

やや落ち着いてきたことから、売上げは前年同期並みとなりました。 

ロボット用機能部品は、大手パートワーク(分冊百科)販売会社に供給しているコマンド方式サーボモーターが

好調に推移したことから、売上げは前年同期を上回りました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は66億８千４百万円(前年同期比32.7％増)となりました。 

  

③ 生産器材事業 

プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートなどにつきまして、海外では、中国市場での販売が

持ち直したことに加え、韓国市場においても自動車向けが順調に推移したことから、売上げは前年同期を上回り

ました。 

国内では、プレシジョンプレートの価格改定、ＥＣサイトでの販売強化などの拡販活動の推進やモールドマー

シャリングシステムなどの成形合理化関連製品のラインアップ拡充に注力したものの、国内金型市場の減速か

ら、売上げは前年同期を下回りました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は228億２百万円(前年同期比6.0％増)となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、有形固定資産や原材料及び貯蔵品の増加および現金及び預金の減少な

どにより、前連結会計年度末に比べ63億６千７百万円増加し1,537億８千７百万円となりました。 

 負債は、未払費用や退職給付引当金の減少および支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比

べ28億２千６百万円減少し145億１千９百万円となりました。 

 純資産は、為替換算調整勘定、少数株主持分、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ91億９千

３百万円増加し1,392億６千８百万円となりました。この結果、自己資本比率は84.9％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 

 連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえ、平成25年11月８日に公表いたしました業績予想を修

正しております。 

 詳細につきましては、本日(平成26年２月５日)公表の「業績予想の修正および営業外収益の計上に関するお知ら

せ」をご参照ください。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 62,351 61,474

受取手形及び売掛金 16,678 17,388

有価証券 6,252 6,390

商品及び製品 4,126 3,967

仕掛品 2,376 2,724

原材料及び貯蔵品 5,900 6,794

その他 1,084 1,240

貸倒引当金 △94 △155

流動資産合計 98,676 99,824

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,242 13,807

機械装置及び運搬具（純額） 8,023 10,284

工具、器具及び備品（純額） 609 752

土地 16,375 16,899

リース資産（純額） 109 115

建設仮勘定 1,900 1,834

有形固定資産合計 39,262 43,693

無形固定資産 1,143 1,133

投資その他の資産   

投資有価証券 7,439 7,972

その他 1,053 1,261

貸倒引当金 △155 △98

投資その他の資産合計 8,337 9,135

固定資産合計 48,743 53,962

資産合計 147,420 153,787
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（単位：百万円）

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 3,872 4,579

短期借入金 439 15

未払費用 5,584 2,345

未払法人税等 422 463

賞与引当金 749 577

その他 1,639 2,069

流動負債合計 12,709 10,052

固定負債   

長期借入金 15 4

退職給付引当金 3,209 2,752

役員退職慰労引当金 36 70

その他 1,375 1,640

固定負債合計 4,636 4,466

負債合計 17,345 14,519

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 89,983 91,466

自己株式 △3,276 △3,278

株主資本合計 130,860 132,341

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 639 1,353

為替換算調整勘定 △8,706 △3,206

その他の包括利益累計額合計 △8,067 △1,853

少数株主持分 7,281 8,779

純資産合計 130,074 139,268

負債純資産合計 147,420 153,787
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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：百万円）

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 43,307 47,386

売上原価 35,018 37,546

売上総利益 8,288 9,839

販売費及び一般管理費 9,101 8,004

営業利益又は営業損失（△） △812 1,835

営業外収益   

受取利息 309 285

為替差益 407 1,102

作業くず売却益 153 124

その他 269 434

営業外収益合計 1,139 1,947

営業外費用   

有価証券評価損 － 73

環境対策費 69 －

土地区画整理組合賦課金 － 53

その他 76 44

営業外費用合計 145 171

経常利益 181 3,610

特別利益   

固定資産売却益 3 58

特別利益合計 3 58

特別損失   

固定資産売却損 13 5

固定資産廃棄損 26 47

有価証券売却損 27 －

減損損失 41 2

特別退職金 25 51

特別損失合計 134 107

税金等調整前四半期純利益 50 3,562

法人税、住民税及び事業税 525 704

法人税等調整額 △67 △117

法人税等合計 457 586

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（△）

△406 2,975

少数株主利益 407 515

四半期純利益又は四半期純損失（△） △814 2,460
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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：百万円）

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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△406 2,975

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24 737

為替換算調整勘定 3,347 6,679

その他の包括利益合計 3,322 7,417

四半期包括利益 2,916 10,393

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,846 8,675

少数株主に係る四半期包括利益 1,069 1,717
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  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24年４月１日 至 平成24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:百万円)

 (注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   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損失と調整を行っております。 

Ⅱ 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) 

 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:百万円)

 (注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△０百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   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）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 

電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  16,762  5,037  21,507  43,307  －  43,307

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1  －  0  1  △1  －

計  16,763  5,037  21,508  43,308  △1  43,307

セグメント利益又は 
損失(△) 

 △1,804  418  573  △812  △0  △812

  

  

  

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 

電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  17,899  6,684  22,802  47,386  －  47,386

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 3  3  0  6  △6  －

計  17,902  6,687  22,802  47,392  △6  47,386

セグメント利益又は 
損失(△) 

 △1,387  1,448  1,775  1,836  △0  1,835

双葉電子工業(株)　(6986)　平成26年3月期　第3四半期決算短信

8




