
  

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）  

  

  

  

  

（２）連結財政状態  

  

  

２．配当の状況  

  

配当予想の修正については、本日（平成26年１月31日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。  

  

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）  

  

  

連結業績予想の修正については、本日（平成26年１月31日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。  

  

平成26年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  

        平成26年１月31日

上場会社名  アオイ電子株式会社  上場取引所   東

コード番号  6832  ＵＲＬ  http://www.aoi-electronics.co.jp/  

代表者  （役職名） 取締役社長  （氏名）中山 康治  

問合せ先責任者  （役職名） 常務取締役管理本部長  （氏名）木下 和洋  ＴＥＬ  087-882-1131  

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  －  
  
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       

  （百万円未満切捨て）

（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  26,568 26.8 2,608 17.9 2,855 11.7 1,750 34.1 

25年３月期第３四半期  20,948 5.9 2,211 106.4 2,556 43.7 1,305 41.3 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  1,786百万円（38.7％）    25年３月期第３四半期 1,288百万円 （62.3％）  

  
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  145.90 － 

25年３月期第３四半期  108.79 － 

  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３四半期  40,305 29,771 73.9 2,481.02 

25年３月期  37,588 28,225 75.1 2,352.16 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  29,771百万円   25年３月期  28,225百万円 

   
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  － 14.00 － 10.00 24.00 
26年３月期  － 10.00 －       

26年３月期（予想）          16.00 26.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有     

  （％表示は、対前期増減率）

  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  37,279 0.0 3,500 45.6 3,800 30.4 2,100 62.0 175.01 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有     



※  注記事項  

  

  

  

  

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

 業績等の予測数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、

たぶんに不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況等の変化などにより、この資料に記載

されている予想と大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。  

  

（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     

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３Ｑ 12,000,000株 25年３月期  12,000,000株

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ 437株 25年３月期  338株

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ 11,999,599株 25年３月期３Ｑ  11,999,679株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四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を背景とした円安の進行や株価の上昇、

個人消費の持ち直し等により大企業を中心に業績が改善傾向にあり、景気は回復基調となりました。一方で、円安

の副作用ともいうべき原材料価格や電気料金の上昇、また、新興国における成長鈍化等、先行き不透明な状況は継

続いたしました。  

  当社グループの属する電子部品業界におきましては、事業所の統廃合や譲渡等の事業の再編が進んでいく中で、

自動車関連や通信機器などの一部の製品は好調に推移したものの、民生機器向け部品等は低調に推移いたしまし

た。 

 このような情勢の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、子会社が前第４四半期連結

会計期間から加わったこともあり26,568百万円（前年同期比5,619百万円増、26.8%増）、営業利益は2,608百万円

（前年同期比396百万円増、17.9%増）、経常利益は2,855百万円（前年同期比299百万円増、11.7%増）、四半期純

利益は1,750百万円（前年同期比445百万円増、34.1%増）となりました。 

 当社グループの種類別区分ごとの業績でありますが、集積回路は、通信機器、照明機器向けの部品が堅調に推移

したことにより、売上高は23,448百万円（前年同期比5,406百万円増、30.0%増）となりました。機能部品は、サー

マルプリントヘッド、特定用途向けセンサーの受注数量が堅調に推移したため、売上高は2,299百万円（前年同期

比258百万円増、12.7%増）となりました。受動部品につきましては、チップネットワーク抵抗器の販売単価の下落

は進んでいるものの、受注数量が堅調に推移したため、売上高は809百万円（前年同期比44百万円増、5.8%増）と

なりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

  当第３四半期連結会計期間末の資産の部につきましては、現金及び預金・売上債権など流動資産の増加により

40,305百万円（前連結会計年度末比2,716百万円増）となりました。負債の部につきましては、仕入債務などの流

動負債および長期借入金による固定負債の増加により、10,534百万円（前連結会計年度末比1,170百万円増）とな

りました。これらの結果、純資産の部は29,771百万円（前連結会計年度末比1,546百万円増）、自己資本比率は

73.9%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26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日の決算短信で発表しました通期業績予想を修正い

たしました。本日公表の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

   

   

（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
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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 13,595,599 15,136,933

受取手形及び売掛金 7,156,124 8,639,174

商品及び製品 150,286 177,101

仕掛品 655,171 782,501

原材料及び貯蔵品 830,649 1,008,266

前払費用 38,807 81,217

繰延税金資産 300,315 126,249

その他 269,689 30,900

流動資産合計 22,996,645 25,982,345

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,112,487 15,181,001

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,665,860 △10,124,707

建物及び構築物（純額） 5,446,626 5,056,294

機械装置及び運搬具 40,454,832 40,286,572

減価償却累計額及び減損損失累計額 △38,945,280 △38,820,325

機械装置及び運搬具（純額） 1,509,551 1,466,247

工具、器具及び備品 7,018,124 7,179,622

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,692,480 △6,738,170

工具、器具及び備品（純額） 325,644 441,451

土地 3,097,133 3,097,133

リース資産 264,196 255,562

減価償却累計額及び減損損失累計額 △121,428 △138,019

リース資産（純額） 142,767 117,543

建設仮勘定 105,029 252,882

有形固定資産合計 10,626,754 10,431,553

無形固定資産   

のれん 297,466 280,909

その他 281,334 252,956

無形固定資産合計 578,800 533,865

投資その他の資産   

投資有価証券 2,177,214 2,310,186

前払年金費用 325,891 281,834

繰延税金資産 399,575 361,730

その他 484,090 403,981

投資その他の資産合計 3,386,771 3,357,732

固定資産合計 14,592,326 14,323,151

資産合計 37,588,972 40,305,497
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,353,145 4,322,704

短期借入金 1,190,000 475,000

1年内返済予定の長期借入金 289,000 359,192

リース債務 49,823 50,275

未払金 1,291,032 1,405,064

未払法人税等 715,920 420,982

賞与引当金 558,042 155,430

その他 742,305 898,120

流動負債合計 8,189,271 8,086,769

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 － 1,351,010

リース債務 94,948 68,899

退職給付引当金 250,406 229,017

役員退職慰労引当金 433,608 386,820

その他 95,616 111,828

固定負債合計 1,174,580 2,447,576

負債合計 9,363,851 10,534,346

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,545,500 4,545,500

資本剰余金 5,790,950 5,790,950

利益剰余金 17,901,053 19,411,852

自己株式 △465 △612

株主資本合計 28,237,038 29,747,689

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,917 23,460

その他の包括利益累計額合計 △11,917 23,460

純資産合計 28,225,121 29,771,150

負債純資産合計 37,588,972 40,305,497
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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：千円）

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 20,948,564 26,568,137

売上原価 16,769,183 21,629,977

売上総利益 4,179,380 4,938,160

販売費及び一般管理費 1,967,438 2,329,929

営業利益 2,211,942 2,608,230

営業外収益   

受取利息 845 802

受取配当金 3,889 4,904

受取技術料 104,811 29,748

為替差益 89,529 79,015

持分法による投資利益 67,125 119,023

その他 148,891 79,477

営業外収益合計 415,092 312,972

営業外費用   

支払利息 20,591 14,968

支払補償費 14,890 19,185

貸与資産減価償却費 29,922 23,283

その他 5,216 8,213

営業外費用合計 70,620 65,651

経常利益 2,556,413 2,855,551

特別利益   

固定資産売却益 1,005 24,008

特別利益合計 1,005 24,008

特別損失   

固定資産除却損 152,497 1,021

投資有価証券評価損 2,365 －

特別損失合計 154,862 1,021

税金等調整前四半期純利益 2,402,556 2,878,539

法人税、住民税及び事業税 762,950 931,825

法人税等調整額 334,156 195,923

法人税等合計 1,097,106 1,127,749

少数株主損益調整前四半期純利益 1,305,449 1,750,790

四半期純利益 1,305,449 1,750,790
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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：千円）

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利益 1,305,449 1,750,790

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,393 35,378

その他の包括利益合計 △17,393 35,378

四半期包括利益 1,288,055 1,786,168

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,288,055 1,786,168

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：千円）

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利益 2,402,556 2,878,539

減価償却費 1,393,975 1,190,350

その他の償却額 39,800 49,704

のれん償却額 7,044 16,557

固定資産除却損 152,497 1,021

固定資産売却損益（△は益） △1,005 △24,008

賞与引当金の増減額（△は減少） △311,970 △402,612

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △21,388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △46,788

受取利息及び受取配当金 △4,734 △5,707

支払利息 20,591 14,968

為替差損益（△は益） △89,304 △34,845

保険解約損益（△は益） － 4,284

投資有価証券評価損益（△は益） 2,365 －

持分法による投資損益（△は益） △67,125 △119,023

売上債権の増減額（△は増加） 198,730 △1,483,050

たな卸資産の増減額（△は増加） △321,123 △331,761

その他の資産の増減額（△は増加） 135,596 266,828

仕入債務の増減額（△は減少） 503,390 969,558

その他の負債の増減額（△は減少） △90,940 354,470

小計 3,970,342 3,277,097

利息及び配当金の受取額 4,102 45,875

利息の支払額 △20,270 △15,698

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △914,721 △1,212,688

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,039,453 2,094,585

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 △942,041 △1,100,337

有形固定資産の除却による支出 △5,670 －

有形固定資産の売却による収入 1,879 31,132

無形固定資産の取得による支出 △22,205 △14,982

ゴルフ会員権の取得による支出 － △2,500

保険積立金の解約による収入 － 107,737

差入保証金の回収による収入 195 18

その他の支出 △35,166 △35,826

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,003,008 △1,014,757

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,890,000 1,440,000

短期借入金の返済による支出 △1,605,000 △2,155,000

長期借入れによる収入 － 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △483,300 △378,798

リース債務の返済による支出 － △39,402

自己株式の取得による支出 △22 △146

配当金の支払額 △287,992 △239,992

財務活動によるキャッシュ・フロー △486,314 426,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 89,304 34,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,639,434 1,541,333

現金及び現金同等物の期首残高 12,111,146 13,595,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,750,581 15,136,933
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、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）

アオイ電子㈱（6832）平成26年３月期　第３四半期決算短信

－8－


	３Ｑ短信サマリー情報.pdf
	３Ｑ短信本文.pdf

