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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） 

 

(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1四半期 2,126 △21.9 90 △72.9 114 △66.0 64 △68.1
25年3月期第1四半期 2,722 16.2 332 23.8 335 22.2 201 58.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 104百万円 （△38.9％） 25年3月期第1四半期 171百万円 （3.7％）

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 4.37 ―
25年3月期第1四半期 13.66 ―

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 12,832 9,292 72.4
25年3月期 13,050 9,382 71.9
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  9,292百万円 25年3月期  9,382百万円

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 ― 4.00 ― 8.00 12.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 4.00 ― 8.00 12.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 4,600 △9.7 480 △29.7 480 △29.9 280 △30.0 18.95
通期 9,700 0.0 1,160 0.9 1,160 2.3 690 0.8 46.70



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料
Ｐ．２「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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 15,486,000 株 25年3月期 15,486,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 944,134 株 25年3月期 713,534 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 14,729,235 株 25年3月期1Q 14,775,278 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におけるわが国経済は、雇用情勢に厳しさが残るものの、輸出・生産の持ち直しに伴

って企業収益が改善し、底堅い個人消費も相まって、景気は緩やかな回復傾向にありました。 

 当社が属するエレクトロニクス業界は、自動車関連市場やスマートフォン等の通信機器関連市場は好調に推移い

たしましたが、設備投資需要の減少により産業機器関連市場が低迷し、全体的には厳しい状況にありました。 

 このような状況の中で、当社グループは「選択と集中によるオンリーワン製品の開発とその展開に注力する」と

いう戦略の下、注力市場への積極的な営業活動を展開するとともに、生産性の向上によるコスト削減等に取り組

み、企業基盤の更なる強化に努めております。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は21億26百万円（前年同四半期比21.9％減）、利益

面につきましては営業利益90百万円（同72.9％減）、経常利益１億14百万円（同66.0％減）、四半期純利益64百万

円（同68.1％減）となりました。 

 なお、当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているた

め、セグメント別の記載を省略しております。    

   

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ２億18百万円減少し、128億32百万円となりまし

た。これは、建設仮勘定の増加額４億20百万円があったものの、現金及び預金の減少額４億30百万円並びに受取

手形及び売掛金の減少額２億59百万円があったこと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億28百万円減少し、35億40百万円となりました。これは、未

払法人税等の減少額１億74百万円があったこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ89百万円減少し、92億92百万円となり、自己資本比率は前連

結会計年度末に比べ、0.5ポイント上昇し、72.4％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25年５月７日に公表しました第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想値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 

 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



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 2,352,871 1,922,256

受取手形及び売掛金 3,506,430 3,246,952

商品及び製品 519,545 483,000

仕掛品 32,900 42,287

原材料及び貯蔵品 488,430 507,521

その他 407,625 434,906

貸倒引当金 △3,557 △3,353

流動資産合計 7,304,245 6,633,570

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 929,696 913,380

機械装置及び運搬具（純額） 1,222,590 1,274,870

工具、器具及び備品（純額） 247,542 199,951

土地 1,171,754 1,171,754

建設仮勘定 499,147 919,506

有形固定資産合計 4,070,730 4,479,462

無形固定資産 57,796 58,084

投資その他の資産   

投資有価証券 557,099 601,449

その他 1,061,081 1,060,226

投資その他の資産合計 1,618,180 1,661,675

固定資産合計 5,746,708 6,199,223

資産合計 13,050,954 12,832,793

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,374,767 1,285,972

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 92,000

1年内償還予定の社債 400,000 400,000

未払法人税等 191,247 17,188

賞与引当金 192,882 146,315

役員賞与引当金 49,000 －

その他 392,338 508,405

流動負債合計 2,810,236 2,599,881

固定負債   

長期借入金 240,000 293,000

社債 320,000 320,000

退職給付引当金 257,013 265,009

その他 41,679 62,411

固定負債合計 858,693 940,420

負債合計 3,668,929 3,540,301



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,617,000 1,617,000

資本剰余金 1,440,058 1,440,058

利益剰余金 6,401,012 6,347,240

自己株式 △166,822 △243,167

株主資本合計 9,291,248 9,161,131

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 98,276 126,847

為替換算調整勘定 △7,499 4,512

その他の包括利益累計額合計 90,776 131,360

純資産合計 9,382,025 9,292,492

負債純資産合計 13,050,954 12,832,793



（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 2,722,720 2,126,790

売上原価 1,971,487 1,636,345

売上総利益 751,232 490,444

販売費及び一般管理費 418,855 400,293

営業利益 332,377 90,151

営業外収益   

受取利息 120 176

受取配当金 8,385 8,858

為替差益 － 18,347

その他 669 559

営業外収益合計 9,175 27,941

営業外費用   

支払利息 2,083 3,181

為替差損 3,698 －

その他 － 663

営業外費用合計 5,781 3,844

経常利益 335,771 114,248

税金等調整前四半期純利益 335,771 114,248

法人税、住民税及び事業税 106,142 14,477

法人税等調整額 27,696 35,363

法人税等合計 133,838 49,840

少数株主損益調整前四半期純利益 201,932 64,407

四半期純利益 201,932 64,407



（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 201,932 64,407

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27,304 28,570

為替換算調整勘定 △2,739 12,012

その他の包括利益合計 △30,044 40,583

四半期包括利益 171,888 104,991

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 171,888 104,991

少数株主に係る四半期包括利益 － －



  該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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）
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