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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） 

(注)25年3月期第2四半期の連結経営成績（累計）は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。 
  そのため、対前年同四半期増減率については記載を行っておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）25年3月期の連結財政状態は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。  

(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 15,443 10.1 576 ― 1,379 451.4 713 217.3
25年3月期第2四半期 14,021 ― △85 ― 250 ― 224 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,842百万円 （487.5％） 25年3月期第2四半期 313百万円 （―％）

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 20.39 20.30
25年3月期第2四半期 6.43 6.42

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 51,904 38,911 70.8 1,049.66
25年3月期 48,751 37,359 72.8 1,014.33
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  36,771百万円 25年3月期  35,495百万円

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  
平成26年3月期の配当については未定です。 

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 ― ― ― 8.00 8.00
26年3月期 ― ―
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  ：  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

通期 29,000 7.4 900 ― 2,250 82.4 1,300 39.2 37.11



(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 

（注）詳細は、添付資料２ペ－ジ『2.サマリ－情報（注記事項）に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示』をご参照願いま
す。 

(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－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 
基づく四半期財務諸表のレビュ－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 
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。 

※  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   ：  有
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 35,035,524 株 25年3月期 34,997,824 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 4,006 株 25年3月期 3,326 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 34,998,968 株 25年3月期2Q 34,994,578 株
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1. 当四半期決算に関する定性的情報 

 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日本銀行による金融

政策を背景に、昨年までの円高が是正されたことによって輸出環境が改善し、景気回復基調が継

続しました。 

一方で、円安による原材料の高騰や欧州の景気低迷、中国をはじめとする新興国経済の成長鈍化

などの影響から、依然として不透明な状況が続いています。 

このような状況のもと当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、多機能携帯

端末を主用途とした電子材料の需要と産業用構造材料の需要が堅調に推移したことに加え、収益

向上対策を推進した結果、前年同期に比べ売上・利益ともに増加しました。 

 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は、154 億 43 百万円（前年同期比 10.1％

増）となりました。損益は営業利益 5 億 76 百万円（前年同期は 85 百万円の営業損失）、経常利

益 13 億 79 百万円（前年同期比 451.4％増）、四半期純利益は 7 億 13 百万円（前年同期比 217.3％

増）となりました。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成 26 年 3 月期の連結業績につきましては、平成 25 年 8 月 1 日に公表いたしました連結業

績予想に変更はありません。 

 

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 

 該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当第１四半期連結会計期間より、在外連結子会社である新揚科技股份有限公司グループの連結財

務諸表及び在外持分法関連会社である台虹科技股份有限公司グループの連結財務諸表については、

2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度から国際会計基準に基づく会計処理を適用した両社の連結

財務諸表を基礎として、連結決算上必要な修正を行うことにより当社グループの連結財務諸表を作

成しております。この変更は、台湾の上場会社について、2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度

から、それまでの台湾の会計基準に対して国際会計基準に基づく会計処理が強制的に適用開始され
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ることになったことを契機として、会計基準等の採用動向などを総合的に勘案し実施したものであ

ります。当該会計方針の変更は遡及して適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及

適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。 

   遡及適用を行う前と比較し、前第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益並びに１株当たり純資産額及び１株当たり四半期（当期）純利益に与える影響は軽微

であります。なお、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益

剰余金の前連結会計年度の期首残高 88 百万円増加しております。  
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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 6,671,201 7,196,518

受取手形及び売掛金 9,745,909 10,448,013

有価証券 599,912 380,573

商品及び製品 2,564,152 2,442,994

仕掛品 1,144,789 1,165,436

原材料及び貯蔵品 1,676,859 2,197,024

その他 507,688 522,915

貸倒引当金 △166,687 △237,816

流動資産合計 22,743,824 24,115,660

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,021,049 5,891,056

機械装置及び運搬具（純額） 2,976,378 2,868,987

その他（純額） 1,966,425 2,324,948

有形固定資産合計 10,963,854 11,084,992

無形固定資産   

のれん 37,616 34,469

その他 102,003 91,420

無形固定資産合計 139,619 125,889

投資その他の資産   

投資有価証券 14,128,286 15,692,054

その他 1,193,631 1,307,314

貸倒引当金 △417,224 △421,907

投資その他の資産合計 14,904,693 16,577,461

固定資産合計 26,008,167 27,788,343

資産合計 48,751,992 51,904,003
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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 4,562,706 5,009,279

短期借入金 1,328,368 2,051,260

1年内返済予定の長期借入金 911,079 975,314

未払法人税等 142,633 90,724

賞与引当金 403,411 487,192

役員賞与引当金 3,100 1,909

製品保証引当金 21,771 1,913

その他 1,320,178 1,924,905

流動負債合計 8,693,248 10,542,500

固定負債   

長期借入金 1,680,636 1,260,926

退職給付引当金 65,543 95,482

資産除去債務 54,343 57,421

その他 899,105 1,035,835

固定負債合計 2,699,629 2,449,666

負債合計 11,392,878 12,992,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,259 7,127,551

資本剰余金 6,229,282 6,239,574

利益剰余金 21,677,880 22,126,040

自己株式 △1,795 △1,961

株主資本合計 35,022,626 35,491,204

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 757,124 882,692

為替換算調整勘定 △284,168 397,120

その他の包括利益累計額合計 472,955 1,279,813

新株予約権 167,565 145,015

少数株主持分 1,695,966 1,995,804

純資産合計 37,359,113 38,911,837

負債純資産合計 48,751,992 51,904,003
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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 14,021,520 15,443,050

売上原価 12,463,118 13,033,698

売上総利益 1,558,402 2,409,351

販売費及び一般管理費 1,643,655 1,833,313

営業利益又は営業損失（△） △85,253 576,037

営業外収益   

受取利息 31,836 43,323

受取配当金 26,990 34,860

持分法による投資利益 386,687 545,394

負ののれん償却額 18,457 18,457

その他 178,863 268,054

営業外収益合計 642,835 910,090

営業外費用   

支払利息 42,756 41,185

為替差損 165,081 －

その他 99,653 65,850

営業外費用合計 307,491 107,036

経常利益 250,091 1,379,092

特別利益   

固定資産売却益 27,072 －

投資有価証券売却益 5,900 38,362

新株予約権戻入益 88,112 29,670

その他 2,442 5,106

特別利益合計 123,529 73,139

特別損失   

段階取得に係る差損 － 60,386

投資有価証券売却損 18,222 52,708

関係会社株式評価損 20,345 －

その他 16,118 9,020

特別損失合計 54,686 122,116

税金等調整前四半期純利益 318,933 1,330,115

法人税等 47,146 457,051

少数株主損益調整前四半期純利益 271,787 873,063

少数株主利益 46,867 159,427

四半期純利益 224,920 713,636
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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 271,787 873,063

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △201,818 125,515

為替換算調整勘定 164,705 453,860

持分法適用会社に対する持分相当額 78,873 389,633

その他の包括利益合計 41,761 969,009

四半期包括利益 313,548 1,842,073

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 210,846 1,520,493

少数株主に係る四半期包括利益 102,702 321,579
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（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 318,933 1,330,115

減価償却費 696,127 699,616

のれん償却額 15,123 6,751

段階取得に係る差損益（△は益） － 60,386

株式報酬費用 16,742 12,021

新株予約権戻入益 △88,112 △29,670

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,720 69,921

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,284 83,780

製品保証引当金の増減額（△は減少） △54,371 △19,858

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,595 △1,190

退職給付引当金の増減額（△は減少） 264 29,939

投資有価証券償還損益（△は益） △13,002 △8,494

受取利息及び受取配当金 △58,827 △78,184

支払利息 42,756 41,185

為替差損益（△は益） 106,898 △68,716

持分法による投資損益（△は益） △386,687 △545,394

持分変動損益（△は益） △2,442 △4,440

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 18,222 △38,362

投資有価証券評価損益（△は益） △285 61,369

固定資産売却損益（△は益） △27,072 －

有形固定資産除却損 3,555 8,323

関係会社株式売却損益（△は益） △5,900 －

関係会社株式評価損 20,345 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,545,594 △391,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 489,923 △298,753

仕入債務の増減額（△は減少） 369,744 336,792

負ののれん償却額 △18,457 △18,457

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,976 2,899

その他の資産の増減額（△は増加） 83,480 △5,759

その他の負債の増減額（△は減少） △114,015 △38,855

その他 305 －

小計 △185,971 1,195,324

利息及び配当金の受取額 346,446 395,918

利息の支払額 △42,598 △41,741

特別退職金の支払額 △310,745 －

その他の支出 △34,072 －

法人税等の支払額 △28,740 △209,943

営業活動によるキャッシュ・フロー △255,682 1,339,558

㈱有沢製作所(5208)　平成26年3月期第2四半期決算短信

－8－



（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) 

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 △72,865 △348,381

定期預金の払戻による収入 250,714 21,170

有価証券の取得による支出 △999,402 △1,699,330

有価証券の売却による収入 1,200,000 2,199,954

有形固定資産の取得による支出 △795,983 △552,123

有形固定資産の売却による収入 57,544 －

無形固定資産の取得による支出 △17,968 △7,811

投資有価証券の取得による支出 △609,514 △871,360

投資有価証券の売却による収入 170,322 348,712

貸付けによる支出 － △3,000

貸付金の回収による収入 10,452 5,452

投資活動によるキャッシュ・フロー △806,699 △906,718

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,399 635,698

長期借入れによる収入 377,833 543,072

長期借入金の返済による支出 △751,706 △1,009,248

リース債務の返済による支出 △13,555 △15,016

株式の発行による収入 － 15,683

自己株式の取得による支出 △53 △166

配当金の支払額 △173,837 △278,494

少数株主への配当金の支払額 △123 △1,097

財務活動によるキャッシュ・フロー △558,043 △109,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,445 149,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,655,870 472,883

現金及び現金同等物の期首残高 6,038,695 5,517,145

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,382,824 5,990,028
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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）継続企業の前提に関する注記

（５）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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