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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） 

 

(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2四半期 16,258 5.4 △200 ― △212 ― △261 ―
25年3月期第2四半期 15,431 10.8 △35 ― △129 ― △288 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 155百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △303百万円 （―％）

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2四半期 △15.43 ―
25年3月期第2四半期 △16.98 ―

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2四半期 21,474 11,466 53.4 675.10
25年3月期 21,573 11,395 52.8 670.76
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  11,458百万円 25年3月期  11,385百万円

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  ：  有  
 当社は定款において第２四半期末と期末日を基準日と定めておりますが、第２四半期末は無配、期末日における配当予想は現時点では未定であります。な
お、配当予想の修正については、本日（平成25年10月31日）公表いたしました「平成26年３月期中間配当の見送り及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」
をご覧ください。 

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ― 0.00
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  
 連結業績予想につきましては、本日（平成25年10月31日）公表いたしました「平成26年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異及び通期
連結業績予想の修正に関するお知らせ」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

通期 34,000 5.3 50 △72.0 30 △93.2 0 ― 0.00



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（特記事項）に関する事項（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の摘要」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 

(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、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が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果と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。 

※  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2Q 17,085,034 株 25年3月期 17,085,034 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 111,837 株 25年3月期 111,143 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 16,973,389 株 25年3月期2Q 16,975,047 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、政府の経済・金融政策を背景として景気は緩やかな回復傾向に

ある一方、円安の影響による輸入価格の上昇や新興国経済の成長鈍化、欧州債務問題の長期化などから厳しい状況

で推移いたしました。 

 このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の業績は、車載電装品の販売増により売上高 百万円（前

年同期比5.4％増）となりましたが、減価償却費の増加や海外子会社における円建取引が現地通貨高の影響を受け

減益となったこと、新機種量産立上げ費用の増加等により営業損失 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、

経常損失 百万円（前年同期は経常損失 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同期は四半期純損失 百万

円）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、 百万円となりま

した。受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末と比較して 百万円減）、棚卸資産の増加（同 百万円

増）及び有形固定資産の増加（同 百万円増）等が主な要因であります。負債は、前連結会計年度末より 百万

円減少し、 百万円となりました。借入金の増加（同 百万円増）及び支払手形及び買掛金の減少（同 百

万円減）等が主な要因であります。純資産は、前連結会計年度末より 百万円増加し、 百万円となりまし

た。利益剰余金の減少（同 百万円減）及び為替換算調整勘定の増加（同 百万円増）等が主な要因でありま

す。 

 以上の結果、自己資本比率は53.4％となり、前連結会計年度末と比較して0.6ポイント増加しております。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の業績予想につきましては、利益確保のため海外子会社における取引条件の見直しや生産性の改善、販管費

の削減等の諸施策に取り組んでおりますが、当第２四半期連結累計期間の損失を考慮し通期連結業績予想を修正い

たします。詳細につきましては本日（平成25年10月31日）公表の「平成26年３月期第２四半期累計期間の連結業績

予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

   

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  税金費用については、当第２四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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算をしております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

16,258

200 35

212 129 261 288

98 21,474

433 124

212 169

10,008 113 182

70 11,466

346 378

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 1,470,159 1,205,924

受取手形及び売掛金 6,070,359 5,636,658

商品及び製品 660,537 654,678

仕掛品 534,942 458,217

原材料及び貯蔵品 2,417,824 2,624,820

その他 850,505 1,040,039

貸倒引当金 △3,654 △472

流動資産合計 12,000,674 11,619,865

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,714,954 7,881,142

減価償却累計額 △3,565,123 △3,758,292

建物及び構築物（純額） 4,149,830 4,122,850

機械装置及び運搬具 4,980,346 5,488,980

減価償却累計額 △3,213,013 △3,543,169

機械装置及び運搬具（純額） 1,767,332 1,945,811

土地 2,048,971 2,031,009

その他 3,414,605 3,614,745

減価償却累計額 △2,933,765 △3,054,942

その他（純額） 480,840 559,802

有形固定資産合計 8,446,975 8,659,473

無形固定資産 219,640 237,904

投資その他の資産   

投資有価証券 316,364 374,480

前払年金費用 448,474 449,665

その他 167,401 158,686

貸倒引当金 △25,970 △25,150

投資その他の資産合計 906,271 957,683

固定資産合計 9,572,887 9,855,060

資産合計 21,573,561 21,474,926



（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 2,641,590 2,459,363

短期借入金 4,271,918 4,739,988

未払法人税等 33,201 27,848

賞与引当金 211,565 241,110

製品保証引当金 18,737 18,223

その他 765,541 625,776

流動負債合計 7,942,554 8,112,311

固定負債   

長期借入金 1,980,026 1,625,032

退職給付引当金 28,880 21,501

資産除去債務 946 957

その他 225,467 248,680

固定負債合計 2,235,321 1,896,171

負債合計 10,177,875 10,008,483

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,476,232 2,476,232

資本剰余金 2,640,082 2,640,082

利益剰余金 6,410,130 6,063,394

自己株式 △50,664 △50,841

株主資本合計 11,475,780 11,128,867

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 75,049 116,664

為替換算調整勘定 △165,489 213,085

その他の包括利益累計額合計 △90,440 329,750

少数株主持分 10,344 7,825

純資産合計 11,395,685 11,466,443

負債純資産合計 21,573,561 21,474,926



（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 15,431,601 16,258,226

売上原価 13,900,159 14,995,529

売上総利益 1,531,441 1,262,697

販売費及び一般管理費 1,567,086 1,463,122

営業損失（△） △35,644 △200,425

営業外収益   

受取利息 4,380 7,737

受取配当金 2,801 2,401

保険解約返戻金 1,675 9,943

補助金収入 17,817 10,800

助成金収入 － 6,975

その他 34,104 44,827

営業外収益合計 60,779 82,684

営業外費用   

支払利息 29,188 29,460

為替差損 93,001 54,962

支払補償費 20,177 －

その他 11,884 10,634

営業外費用合計 154,251 95,057

経常損失（△） △129,117 △212,797

特別利益   

固定資産売却益 842 1,831

特別利益合計 842 1,831

特別損失   

固定資産処分損 1,366 2,497

投資有価証券評価損 13,228 －

減損損失 90,353 －

その他 1,700 －

特別損失合計 106,647 2,497

税金等調整前四半期純損失（△） △234,921 △213,463

法人税等 55,087 49,833

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △290,009 △263,296

少数株主損失（△） △1,700 △1,429

四半期純損失（△） △288,309 △261,866



（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損失（△） △290,009 △263,296

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,155 41,615

為替換算調整勘定 16,556 377,485

その他の包括利益合計 △13,599 419,101

四半期包括利益 △303,609 155,804

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △301,388 158,323

少数株主に係る四半期包括利益 △2,221 △2,519



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

１．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）  

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円であり、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であ

ります。 

３．セグメント損失は、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。 

（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 
その他 

（注１） 
合計 

車載電装品 
ホーム 

エレクトロ
ニクス  

情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 10,412,397  3,612,749 556,009  14,581,156  850,445  15,431,601

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 140,272  170,898  10,077  321,248  10,363  331,612

計  10,552,669  3,783,647  566,087  14,902,404  860,808  15,763,213

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △45,272  135,207  21,005  110,939  △39,712  71,227

  
調整額 

（注２） 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  15,431,601

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 △331,612  －

計  △331,612  15,431,601

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 △106,871  △35,644

△106,871



 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） 

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円であり、

主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であります。 

３．セグメント損失は、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。 

  

  

報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 

車載電装品 
ホーム 

エレクトロ
ニクス  

情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 11,418,582  3,612,791  353,176  15,384,550  873,676  16,258,226

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 128,145  135,888  5,906  269,940  11,643  281,583

計  11,546,727  3,748,679  359,083  15,654,490  885,319  16,539,809

セグメント損失（△）  △71,555  △59,768  △9,789  △141,112  △24,503  △165,615

  
調整額 

（注２） 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  16,258,226

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 △281,583  －

計  △281,583  16,258,226

セグメント損失（△）  △34,809  △200,425

△34,809


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	ヘッダー１3: ＡＳＴＩ㈱（6899）　平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１4: ＡＳＴＩ㈱（6899）　平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１5: ＡＳＴＩ㈱（6899）　平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１6: ＡＳＴＩ㈱（6899）　平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１7: ＡＳＴＩ㈱（6899）　平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１8: ＡＳＴＩ㈱（6899）　平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１9: ＡＳＴＩ㈱（6899）　平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１10: ＡＳＴＩ㈱（6899）　平成26年３月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


