
  

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 
四半期決算説明会開催の有無    ：無 
  

  

  

(注)  当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単元株制度
を採用しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算
定しております。 

  

  

  

  

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の
配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有 
      当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を

採用しております。これに伴い、平成26年３月期における１株当たり当期純利益は、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行
われたと仮定して算定しております。 
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四半期報告書提出予定日 平成26年２月14日 配当支払開始予定日 ―
 

(百万円未満切捨て)
 

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）

（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 31,500 9.2 △133 ― 100 ― △235 ―
25年３月期第３四半期 28,854 △7.7 △595 ― △610 ― △787 ―

 

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 528百万円( ―％) 25年３月期第３四半期 △490百万円( ―％)
 

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 △29.59 ―
25年３月期第３四半期 △98.95 ―

 

（２）連結財政状態
 

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 34,749 919 2.6
25年３月期 32,289 390 1.2

 

(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 919百万円 25年３月期 390百万円
 

２．配当の状況

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 0.00

26年３月期 ― ― ―

26年３月期(予想) 0.00 0.00
 

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)

 

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 43,700 10.5 300 ― 500 ― 120 ― 15.07
 



  (注)当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株と
する単元株制度を採用しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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、添付資料４ページ「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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
 

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
 

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期３Ｑ 7,963,000株 25年３月期 7,963,000株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ ―株 25年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 7,963,000株 25年３月期３Ｑ 7,963,000株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  
種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

  

第２種優先株式
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 0.00

26年３月期 ― ― ―

26年３月期(予想) 0.00 0.00
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米連邦準備理事会（FRB）による量的緩和規模の一

部縮小やユーロ圏の景気回復遅れ、中国経済の成長鈍化等の不透明感を未だ含みつつも、全体として

は、緩やかな景気回復が続いております。 

また、国内経済は、現政権による経済対策や日銀による金融政策への効果と期待、昨年末以降の円高

是正と株式好況に支えられ、消費の増加や企業の設備投資の持ち直しで、景気回復の動きがより鮮明に

なってきております。 

当社グループが属する電子部品業界におきましても、第２四半期連結累計期間ではまだ慎重・不透明

であったお客様からの所要回復傾向が、当第３四半期で緩やかではあるが見えてきております。連結受

注高を見ましても第2四半期に比し当第３四半期では577百万円増の11,745百万円となりました。 

このような経済環境のもと、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、為替の円安の進展効果もあ

り、前第３四半期連結累計期間の連結売上高28,854百万円に比し、2,645百万円増の31,500百万円(前年

同期比9.2％増)となりました。 
  

(ディスクリートデバイス部門) 

車載・家電・産業機器向けリレーが堅調に推移したことにより、売上高は14,955百万円(前年同期

比17.8％増)となりました。 

(入出力デバイス部門) 

車載用タッチパネルは需要が堅調に推移しておりますが、ノートPC用、医療機器用キーボードの需

要減があり売上高は12,145百万円(前年同期比2.0％増)にとどまりました。 

(その他部門) 

車載用コントロール基板は堅調に推移しましたが、遊戯機器向基板モジュールの需要減により売上

高は4,399百万円(前年同期比3.3％増)にとどまりました。 
  

損益面につきましては、第２四半期連結累計期間での264百万円の営業損失を当第３四半期連結累計

期間で133百万円(前年同期は営業損失595百万円)まで縮小し、当第３四半期連結累計期間で損失の解消

には至りませんでしたが、売上増や費用圧縮等及び円安効果により、前連結累計期間と比較しますと、

順調に収益性の改善ができております。 

経常利益は、円安に伴う為替差益254百万円の計上により、100百万円(前年同期は610百万円の経常損

失)となりました。 

また、本日の「特別損失の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせしまし

た固定資産の除却損失280百万円を特別損失として計上した結果、四半期純損失は235百万円(前年同期

は787百万円の四半期純損失)となりました。 

  [平成26年3月期四半期別業績状況] 
(単位：百万円)

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第３四半期累計

売上高 9,564 10,791 11,144 31,500

営業利益又は
営業損失（△）

△352 87 131 △133

経常利益又は
経常損失（△）

△136 97 139 100

当期純利益又は
当期純損失（△）

△137 90 △189 △235
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[地域別の売上] 

(単位：百万円)

  

1. 日本 

国内は、車載向けリレー及びタッチパネルは堅調でありましたが、キーボード及びサーマルプリ

ンタの需要減により、売上高は16,750百万円(前年同期比2.7％増)にとどまりました。 

2. アジア 

アジアは、リレーは、車載用を中心に堅調に推移し、中国でのキーボードの減もありましたが、

為替影響による増を含めて、売上高は9,580百万円(前年同期比11.6％増)となりました。 

3. 北米 

北米は、リレー及びタッチパネル、サーマルプリンタは堅調に推移し、為替影響による増を含め

て、売上高は2,163百万円(前年同期比22.8％増)となりました。 

4. ヨーロッパ 

ヨーロッパは、リレー、サーマルプリンタが堅調となり、為替影響による増を含めて、売上高は

3,006百万円(前年同期比36.3％増)となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,459百万円増加し、34,749

百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,318百万円増加し、22,621百万円とな

りました。主に、現金及び預金が1,008百万円、受取手形及び売掛金が299百万円、商品及び製品が

279百万円、仕掛品が419百万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ

140百万円増加し、12,127百万円となりました。設備投資1,358百万円と為替換算影響による増加204

百万円及び投資有価証券の評価差額金440百万円の計上と減価償却費1,319百万円と売廃却410百万円

及び投資有価証券の売却143百万円発生したことなどによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,930百万円増加し、33,829

百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,629百万円増加し、29,565百万円とな

りました。主に、短期借入金が1,111百万円、その他流動負債が671百万円増加したことなどによりま

す。固定負債は、提出会社の役員退職慰労金制度廃止に伴い、打ち切り支給に伴う未払額を固定負債

の「その他」に含めて表示し、前連結会計年度末に比べ300百万円増加の4,264百万円となりました。

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)

前年同期比

日本 16,303 16,750 446

アジア 8,584 9,580 996

北米 1,761 2,163 402

ヨーロッパ 2,205 3,006 800

合計 28,854 31,500 2,645

(海外売上比率) ( 43.5％) ( 46.8％) (3.3％)
 

（２）財政状態に関する説明
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当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ528百万円増加し、919百万

円となりました。四半期純損失235百万円の計上と、当第３四半期連結会計期間末において外貨為替

レートが円安に進行したことによる影響を受けて為替換算調整勘定が507百万円及びその他有価証券

評価差額金が257百万円増加したことなどによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,008百万

円増加し、2,231百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは803百万円の収入(前年同期は1,163百万円の支出)となりまし

た。主に減価償却費1,319百万円、売上債権の減少額640百万円、その他の流動負債の増加389百万円

及びその他の固定負債の増加236百万円の収入、税金等調整前四半期純損失144百万円、たな卸資産の

増加449百万円及び仕入債務の減少額1,263百万円等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは1,015百万円の支出(前年同期は805百万円の支出)となりまし

た。主に有形固定資産の取得による支出1,187百万円、投資有価証券売却による収入102百万円による

ものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは1,033百万円の収入（前年同期は1,702百万円の収入）となり

ました。主に短期借入金の純増額1,086百万円によるものであります。 

  

通期の業績につきましては、ユーロ圏経済の本格的回復懸念、円安基調や株式市場の好況感の継続可

能性等リスクが存在するものの、当社グループとして本年度より開始しました成長戦略を継続し、タッ

チパネル,リレーを中心とした注力品種の更なる拡販と供給能力の拡充を進め、お客様の成長にあらゆ

る面で貢献し売上高,営業利益,経常利益につきましては平成25年10月29日公表の数値を達成致す所存で

あります。 

一方、当第３四半期に計上しました特別損失の影響により通期の業績予想につきましては売上高

43,700百万円、営業利益300百万円、経常利益500百万円、当期純利益120百万円を予想しております。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：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 1,222 2,231

受取手形及び売掛金 13,045 13,344

商品及び製品 3,880 4,159

仕掛品 641 1,060

原材料及び貯蔵品 1,148 1,371

その他 405 564

貸倒引当金 △41 △111

流動資産合計 20,303 22,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,175 2,113

機械装置及び運搬具（純額） 3,333 3,107

工具、器具及び備品（純額） 874 840

土地 3,957 3,936

建設仮勘定 299 815

有形固定資産合計 10,641 10,813

無形固定資産 769 430

投資その他の資産   

その他 637 953

貸倒引当金 △61 △70

投資その他の資産合計 575 883

固定資産合計 11,986 12,127

資産合計 32,289 34,749

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,430 11,276

短期借入金 14,044 15,156

その他 2,461 3,133

流動負債合計 27,936 29,565

固定負債   

退職給付引当金 2,945 3,012

役員退職慰労引当金 160 29

障害対応費用引当金 66 50

その他 791 1,171

固定負債合計 3,963 4,264

負債合計 31,899 33,829
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,764 6,764

資本剰余金 6,654 6,654

利益剰余金 △13,452 △13,687

株主資本合計 △32 △268

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58 316

土地再評価差額金 917 917

為替換算調整勘定 △553 △46

その他の包括利益累計額合計 423 1,187

純資産合計 390 919

負債純資産合計 32,289 34,749
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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 28,854 31,500

売上原価 23,537 25,269

売上総利益 5,317 6,231

販売費及び一般管理費 5,912 6,364

営業損失（△） △595 △133

営業外収益   

受取ロイヤリティー 35 53

助成金収入 30 23

為替差益 － 254

その他 55 52

営業外収益合計 121 384

営業外費用   

支払利息 95 89

その他 41 60

営業外費用合計 137 150

経常利益又は経常損失（△） △610 100

特別利益   

投資有価証券売却益 － 34

特別利益合計 － 34

特別損失   

和解金 75 －

固定資産除却損 － 280

特別損失合計 75 280

税金等調整前四半期純損失（△） △685 △144

法人税、住民税及び事業税 112 104

法人税等調整額 △9 △14

法人税等合計 102 90

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △787 △235

四半期純損失（△） △787 △235
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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損失（△） △787 △235

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46 257

為替換算調整勘定 344 507

その他の包括利益合計 297 764

四半期包括利益 △490 528

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △490 528

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（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) 

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損失（△） △685 △144

減価償却費 1,267 1,319

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 63

受取利息及び受取配当金 △3 △3

支払利息 95 89

売上債権の増減額（△は増加） △944 640

たな卸資産の増減額（△は増加） △56 △449

仕入債務の増減額（△は減少） △465 △1,263

投資有価証券売却損益（△は益） － △34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23 △131

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72 67

障害対応費用引当金の増減額（△は減少） △24 △15

固定資産除却損 － 280

その他の流動資産の増減額（△は増加） 183 △64

その他の流動負債の増減額（△は減少） △418 389

その他の固定負債の増減額（△は減少） △22 236

その他 △0 6

小計 △1,027 985

利息及び配当金の受取額 3 3

利息の支払額 △94 △90

法人税等の支払額 △49 △96

法人税等の還付額 5 1

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,163 803

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △804 △1,187

有形固定資産の売却による収入 23 57

投資有価証券の売却による収入 － 102

無形固定資産の取得による支出 △35 △27

その他 10 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △805 △1,015

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） 1,785 1,086

リース債務の返済による支出 △83 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,702 1,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 61 186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205 1,008

現金及び現金同等物の期首残高 1,490 1,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,284 2,231
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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） 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間のいずれにおいても、当社グループは、リ

レー、コネクタ、入出力デバイス等の分野において、部品及び電子応用の機器を生産販売するエレクト

ロニクスメーカーとして、単一の事業活動を行っております。 

したがいまして、開示対象となる報告セグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

  

（４）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）
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① 受注高 

(単位：百万円)

  

② 売上高 

(単位：百万円)

  

③ 受注残高 

(単位：百万円)

(注) 受注高、売上高については期中平均相場により円貨に換算し、受注残高については連結決算日の直物相場によ

り円貨に換算しております。 

  

４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

事業部門
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)

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)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 15,861 12,231 16,779

入出力デバイス部門 13,283 12,681 16,454

その他 4,423 4,345 5,669

合計 33,568 29,258 38,903

（うち輸出） 15,370 12,663 17,254

比率 (45.8％) (43.3％) (44.4％)
 

事業部門
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)

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)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 14,955 12,690 17,187

入出力デバイス部門 12,145 11,904 16,607

その他 4,399 4,258 5,767

合計 31,500 28,854 39,561

（うち輸出） 14,750 12,551 17,487

比率 (46.8％) (43.5％) (44.2％)
 

事業部門
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)
前第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日)
前連結会計年度

(平成25年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 5,454 3,777 3,994

入出力デバイス部門 4,556 3,842 3,079

その他 691 715 618

合計 10,702 8,335 7,692

（うち輸出） 5,620 4,587 4,550

比率 (52.5％) (55.0％) (59.2％)
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