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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 

  

(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 7,048 △5.5 601 △32.2 658 △26.6 400 △24.3
25年3月期第3四半期 7,459 4.6 887 1.0 897 0.6 528 18.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 455百万円 （△9.5％） 25年3月期第3四半期 503百万円 （15.7％）

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 27.39 ―
25年3月期第3四半期 35.76 ―

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 13,063 9,584 73.4
25年3月期 13,050 9,382 71.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 9,584百万円 25年3月期 9,382百万円

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 ― 4.00 ― 8.00 12.00
26年3月期 ― 4.00 ―
26年3月期（予想） 8.00 12.00

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、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 9,700 0.0 1,160 0.9 1,160 2.3 690 0.8 46.70



(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ます。なお、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ー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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については、添付資料
Ｐ．２「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」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
②①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 15,486,000 株 25年3月期 15,486,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 945,534 株 25年3月期 713,534 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 14,603,461 株 25年3月期3Q 14,774,486 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、政府の経済政策や日銀による金融緩和策の効果により、株価

上昇や円安による輸出環境の持ち直しを背景に企業収益の改善や個人消費の回復の動きがみられるなど、景気は緩

やかな回復基調で推移しました。 

 一方、米国経済は住宅投資を中心に堅調に推移したものの、欧州債務問題や新興国経済の成長鈍化による下振れ

リスクも懸念され、先行きの見通しは依然として不透明な状況が続きました。 

 当社グループが属するエレクトロニクス業界は、自動車電装市場やスマートフォン、タブレット端末向けの需要

を受けて、一部情報通信機器市場は好調に推移するものの、企業は設備投資に対する慎重な姿勢を崩しておらず、

市場全体は厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の中で、当社グループは「選択と集中によるオンリーワン製品の開発とその展開に注力する」と

いう戦略の下、注力市場への積極的な営業活動を展開するとともに、生産性の向上によるコスト削減等に取り組

み、企業基盤の更なる強化に努めました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は70億48百万円（前年同四半期比5.5％減）、利益

面につきましては営業利益６億１百万円（同32.2％減）、経常利益６億58百万円（同26.6％減）、四半期純利益４

億円（同24.3％減）となりました。 

 なお、当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているた

め、セグメント別の記載を省略しております。 

   

（２）財政状態に関する説明 

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における総資産は前連結会計年度末に比べ12百万円増加し、130億63百万円とな

りました。これは、現金及び預金の減少額６億70百万円があったものの、山梨事業所の建設等に伴う有形固定資

産の増加額７億47百万円があったこと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億89百万円減少し、34億79百万円となりました。これは、未

払法人税等の減少額１億54百万円があったこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億２百万円増加し、95億84百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末に比べ、1.5ポイント上昇し、73.4％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25年５月７日に公表しました通期の連結業績予想値に変更はありません。 

   

（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



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 2,352,871 1,681,878

受取手形及び売掛金 3,506,430 3,576,092

電子記録債権 － 121,534

商品及び製品 519,545 463,209

仕掛品 32,900 40,986

原材料及び貯蔵品 488,430 444,703

その他 407,625 469,935

貸倒引当金 △3,557 △3,739

流動資産合計 7,304,245 6,794,600

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 929,696 2,219,610

機械装置及び運搬具（純額） 1,222,590 1,219,437

工具、器具及び備品（純額） 247,542 207,236

土地 1,171,754 1,171,754

建設仮勘定 499,147 －

有形固定資産合計 4,070,730 4,818,039

無形固定資産 57,796 56,108

投資その他の資産   

投資有価証券 557,099 605,482

その他 1,061,081 789,286

投資その他の資産合計 1,618,180 1,394,768

固定資産合計 5,746,708 6,268,917

資産合計 13,050,954 13,063,518

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,374,767 1,406,464

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 92,000

1年内償還予定の社債 400,000 380,000

未払法人税等 191,247 37,198

賞与引当金 192,882 151,831

役員賞与引当金 49,000 23,200

その他 392,338 365,215

流動負債合計 2,810,236 2,605,909

固定負債   

長期借入金 240,000 247,000

社債 320,000 280,000

退職給付引当金 257,013 281,203

その他 41,679 65,237

固定負債合計 858,693 873,440

負債合計 3,668,929 3,479,350



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,617,000 1,617,000

資本剰余金 1,440,058 1,440,058

利益剰余金 6,401,012 6,624,788

自己株式 △166,822 △243,615

株主資本合計 9,291,248 9,438,230

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 98,276 129,260

為替換算調整勘定 △7,499 16,676

その他の包括利益累計額合計 90,776 145,937

純資産合計 9,382,025 9,584,168

負債純資産合計 13,050,954 13,063,518



（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 7,459,202 7,048,146

売上原価 5,366,423 5,243,689

売上総利益 2,092,779 1,804,457

販売費及び一般管理費 1,205,332 1,202,606

営業利益 887,446 601,850

営業外収益   

受取利息 557 771

受取配当金 13,307 14,029

為替差益 － 33,344

保険返戻金 － 15,305

その他 3,904 2,892

営業外収益合計 17,768 66,342

営業外費用   

支払利息 6,142 9,333

為替差損 1,948 －

その他 60 846

営業外費用合計 8,151 10,179

経常利益 897,064 658,014

特別利益   

固定資産売却益 － 16,487

特別利益合計 － 16,487

特別損失   

固定資産除却損 7,822 122

特別損失合計 7,822 122

税金等調整前四半期純利益 889,242 674,378

法人税、住民税及び事業税 327,453 231,542

法人税等調整額 33,443 42,716

法人税等合計 360,896 274,259

少数株主損益調整前四半期純利益 528,345 400,119

四半期純利益 528,345 400,119



（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 528,345 400,119

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,499 30,984

為替換算調整勘定 4,425 24,176

その他の包括利益合計 △25,073 55,160

四半期包括利益 503,272 455,279

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 503,272 455,279

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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）
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