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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 2,169 △12.0 △97 ― △56 ― △62 ―
25年3月期第1四半期 2,466 16.4 28 ― 41 ― △70 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △33百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △111百万円 （―％）

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1四半期 △6.55 ―
25年3月期第1四半期 △7.39 ―

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1四半期 15,301 11,822 77.3 1,240.68
25年3月期 15,149 11,922 78.7 1,251.12
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  11,822百万円 25年3月期  11,922百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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  
(注）詳細は、添付資料Ｐ.２「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。 

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) 4,400 △9.9 △65 ― △35 ― △50 ― △5.25
通期 9,500 3.6 150 ― 200 ― 150 ― 15.74



(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続き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 
 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等については、四半期
決算短信（添付資料）Ｐ.２「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。 

※  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 10,066,872 株 25年3月期 10,066,872 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 538,064 株 25年3月期 537,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 9,529,190 株 25年3月期1Q 9,530,804 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我が国経済は、経済政策や金融政策への期待感から、円安、株高傾向などによ

り自動車関連などの輸出企業の収益の改善が見られるなど景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしなが

ら、長引く欧州の債務問題や中国の経済成長鈍化による影響等もあり、デジタル家電製品の販売は依然として厳しい

状況が続いております。 

 このような状況下、当社グループ(当社及び連結子会社）は、自動車関連製品の受注拡大をさらに加速し、国内外で

の受注拡大と利益重視の方針のもと盤石な経営基盤を築くため、技術力の再構築、安定受注顧客との取引拡大を目指

し、新製品開発強化、生産性向上、原価低減に取り組んでまいりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は21億６千９百万円（前年同四半期比12.0％減）、営業損失９

千７百万円（前年同四半期は営業利益２千８百万円）、経常損失５千６百万円（前年同四半期は経常利益４千１百万

円）、四半期純損失６千２百万円（前年同四半期は四半期純損失７千万円）となりました。 

 

 当社グループの製品別概況は、次の通りであります。 

 

① 自動車関連製品  

 ナビゲーション等の車載電装品等の自動車関連製品の売上高は13億４千７百万円（前年同四半期比9.2％減）となり

ました。 

 

② 事務機関連製品  

 複写機・プリンター等の事務機関連製品の売上高は３億４千３百万円（前年同四半期比2.3％減）となりました。 

 

③ デジタル家電関連製品  

 デジタルカメラ・ビデオカメラ等のデジタル家電関連製品の売上高は２億３千６百万円（前年同四半期比40.0％

減）となりました。 

 

④ その他の製品  

 その他の製品としては電子部品関連製品が主なものであります。その他の売上高は２億４千２百万円（前年同四半

期比2.0％増）となりました。 

 

(２) 財政状態に関する説明  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は153億１百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億５千２百万円増

加しました。このうち流動資産は87億４百万円となり、７千４百万円増加しました。これは主に、受取手形及び売掛

金３千４百万円、仕掛品３千１百万円減少しましたが、現金及び預金が８千７百万円増加したことによるものであり

ます。固定資産は65億９千６百万円となり、７千７百万円増加しました。これは主に、機械装置及び運搬具５千４百

万円の増加によるものであります。 

 負債は34億７千８百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億５千２百万円増加しました。流動負債は27億５千７

百万円となり２億１千１百万円増加しました。これは主に、有形固定資産取得などによる未払金１億４百万円、賞与

引当金５千６百万円の増加によるものであります。固定負債は７億２千１百万円となり４千１百万円増加しました。 

 純資産は118億２千２百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億円減少しました。これは主に、四半期純損失６千

２百万円の計上と配当金支払６千６百万円による利益剰余金の減少などによるものです。 

 

(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5月10日公表いたしました連結業績予想から修正は行って

おりません。 

 なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速やかに

開示する予定であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

   

   

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 2,223,858 2,311,074

受取手形及び売掛金 3,209,999 3,175,021

有価証券 2,000,000 2,000,000

製品 142,849 146,948

仕掛品 524,784 492,845

原材料及び貯蔵品 273,332 270,696

その他 254,910 307,952

流動資産合計 8,629,734 8,704,538

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,923,748 1,899,203

機械装置及び運搬具（純額） 1,053,305 1,107,514

土地 865,705 864,173

その他（純額） 209,785 212,042

有形固定資産合計 4,052,544 4,082,932

無形固定資産 38,654 36,038

投資その他の資産   

投資有価証券 2,372,104 2,415,606

その他 57,462 63,512

貸倒引当金 △1,400 △1,400

投資その他の資産合計 2,428,166 2,477,719

固定資産合計 6,519,365 6,596,690

資産合計 15,149,100 15,301,228

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,052,690 2,063,951

賞与引当金 117,777 173,941

資産除去債務 144,375 144,375

その他 231,473 375,252

流動負債合計 2,546,316 2,757,520

固定負債   

退職給付引当金 382,036 386,359

役員退職慰労引当金 40,590 39,460

資産除去債務 125,530 125,598

その他 132,197 170,061

固定負債合計 680,354 721,478

負債合計 3,226,670 3,478,999
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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 3,779,113 3,779,113

資本剰余金 3,498,197 3,498,197

利益剰余金 4,724,210 4,595,102

自己株式 △231,748 △231,916

株主資本合計 11,769,773 11,640,496

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47,998 85,155

為替換算調整勘定 104,658 96,577

その他の包括利益累計額合計 152,656 181,732

純資産合計 11,922,429 11,822,229

負債純資産合計 15,149,100 15,301,228
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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 2,466,347 2,169,370

売上原価 2,174,863 2,019,579

売上総利益 291,484 149,791

販売費及び一般管理費 263,232 247,553

営業利益又は営業損失（△） 28,251 △97,762

営業外収益   

受取利息 5,673 8,234

受取配当金 4,470 7,257

投資有価証券売却益 － 15,897

助成金収入 3,298 1,770

その他 4,567 14,243

営業外収益合計 18,009 47,404

営業外費用   

為替差損 4,882 5,366

その他 14 1,095

営業外費用合計 4,897 6,462

経常利益又は経常損失（△） 41,363 △56,820

特別利益   

固定資産売却益 － 79

役員退職慰労引当金戻入額 9,860 －

特別利益合計 9,860 79

特別損失   

固定資産売却損 27 －

固定資産除却損 － 29

投資有価証券評価損 106,886 －

特別損失合計 106,913 29

税金等調整前四半期純損失（△） △55,689 △56,770

法人税、住民税及び事業税 14,774 5,630

法人税等合計 14,774 5,630

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △70,463 △62,401

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △70,463 △62,401

㈱サンコー　（6964）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

－6－



（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損失（△） △70,463 △62,401

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,616 37,157

為替換算調整勘定 △49,458 △8,080

その他の包括利益合計 △40,841 29,076

四半期包括利益 △111,305 △33,325

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △111,305 △33,325

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱サンコー　（6964）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

－7－



 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）

㈱サンコー　（6964）　平成26年3月期　第1四半期決算短信

－8－




