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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 5,696 3.6 556 20.7 503 10.3 352 26.5
25年3月期第3四半期 5,497 △4.4 461 41.8 456 40.8 278 539.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 459百万円 （46.0％） 25年3月期第3四半期 314百万円 （743.7％）

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 22.47 ―
25年3月期第3四半期 17.76 ―

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 8,963 3,917 43.7
25年3月期 8,948 3,528 39.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,917百万円 25年3月期 3,521百万円

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 4.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 4.50 4.50

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 7,600 6.7 650 33.0 650 30.4 370 10.7 23.57



(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
半期レビュー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。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、四半期
決算短信（添付資料）P.２「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
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 15,812,500 株 25年3月期 15,812,500 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 121,681 株 25年3月期 116,768 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 15,693,775 株 25年3月期3Q 15,697,761 株
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な個人消費や緊急経済対策の効果を主因

として、総じて順調に回復しました。住宅投資も消費税率引き上げ前の駆け込み需要などを背景に

高水準を維持するなど、国内需要は堅調に推移しましたが、円高修正にもかかわらず輸出が伸び悩

んだため、貿易収支は赤字が続きました。出遅れていた設備投資については、企業収益の急回復を

受けて、慎重姿勢は崩していないもののようやく回復の兆しが見えてきました。 

当社グループの属する電子部品業界は、第２四半期後半から回復が顕著となり、電源や高周波部

品などが堅調に推移しました。また、スマートフォンやタブレット端末は、欧米・中国に加え新興

国でも市場が拡大しました。 

このような情勢下、当社グループは新製品の開発や時代のニーズに即した製品の提供につとめ売

上拡大を図るとともに、原材料の見直しや減価償却費の減少、さらには昨年4月に本格稼動した新生

産販売基幹システムにより、効率的な部品・材料の調達や在庫管理を行うことでコスト削減を推進

しました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、車載用電装部品が第３四半期に入り回復した

ことに加え、可変抵抗器も海外売上が寄与して前年を上回ったことから、56億９千６百万円(前年同

四半期比3.6％増)となりました。利益面では、営業利益が円高修正や材料の管理強化・商品構成の

見直しなどで人件費の増加を吸収し５億５千６百万円(前年同四半期比20.7％増)、経常利益は金融

費用の削減などから５億３百万円(前年同四半期比10.3％増)、四半期純利益は税負担が減ったため

３億５千２百万円(前年同四半期比26.5％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における総資産は、前連結会計年度末に比べ１千５百万円増加し、8

9億６千３百万円となりました。これは主に、現金及び預金が４億円減少、受取手形及び売掛金が３

億７千５百万円増加及び商品及び製品が３千３百万円増加したことなどによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ３億７千３百万円減少し、50億４千５百万円となりました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金が１億２千１百万円増加、短期借入金が２億３千９百万円減少、未

払法人税等が７千万円増加、製品補償損失引当金が５千１百万円増加及び長期借入金が４億２千４

百万円減少したことなどによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ３億８千８百万円増加し、39億１千７百万円となりました。

これは主に、四半期純利益による３億５千２百万円の増加、剰余金の処分により６千２百万円減少

したことなどによります。 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年11月13日付決算短信で発表いたしました平成26年３月期の通期の業績予想については変

更はありません。 
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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。 

(4)  追加情報 

（製品補償損失引当金） 

 特定の可変抵抗器製品に関して、不具合が生じたことに伴う当社補償損失負担見込額を計上し

ております。当社グループが製造して納入した特定の可変抵抗器製品に異常が発生し、顧客が生

産した製品の一部に不具合があることが判明しました。当社としては、その原因について調査し

てまいりましたが、既に納入した得意先に対して当社製品の不具合を原因とする損失負担分の補

償を行うことを平成25年11月８日の取締役会において決定いたしました。 

 これに伴い、当第２四半期連結会計期間に将来において当社が負担すると合理的に見積もり可

能な損失負担見込額を製品補償損失引当金として計上しております。 

 この結果、製品補償損失引当金繰入額51,000千円を営業外費用に計上しております。 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。 
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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  2,038,024   1,637,142

    受取手形及び売掛金  1,906,942   2,282,225

    商品及び製品  539,708   573,134

    仕掛品  190,659   247,799

    原材料及び貯蔵品  686,062   727,210

    繰延税金資産  52,083   97,155

    その他  321,087   101,666

    貸倒引当金  △6,275   △7,214

    流動資産合計  5,728,292   5,659,119

  固定資産      

    有形固定資産      

      土地  1,399,547   1,399,547

      その他（純額）  1,116,144   1,186,136

      有形固定資産合計  2,515,692   2,585,683

    無形固定資産  8,782   7,593

    投資その他の資産  687,638   705,651

    固定資産合計  3,212,113   3,298,929

  繰延資産  7,649   5,322

  資産合計  8,948,055   8,963,371

負債の部  

  流動負債      

    支払手形及び買掛金  897,463   1,019,305

    短期借入金  1,074,207   834,296

    リース債務  29,202   36,596

    未払法人税等  34,992   105,282

    賞与引当金  77,077   65,105

    役員賞与引当金  5,385   1,033

    製品補償損失引当金  －   51,000

    その他  370,008   423,719

    流動負債合計  2,488,336   2,536,339

  固定負債      

    社債  112,500   57,500

    長期借入金  1,536,786   1,112,106

    リース債務  64,565   70,377

    退職給付引当金  701,893   754,828

    役員退職慰労引当金  52,362   51,929

    再評価に係る繰延税金負債  371,423   371,423

    その他  91,222   91,222

    固定負債合計  2,930,753   2,509,387

  負債合計  5,419,089   5,045,727
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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) 

純資産の部      

  株主資本      

    資本金  1,277,000   1,277,000

    資本剰余金  16   3

    利益剰余金  1,625,190   1,915,004

    自己株式  △18,418   △19,165

    株主資本合計  2,883,788   3,172,843

  その他の包括利益累計額      

    その他有価証券評価差額金  52,341   90,964

    土地再評価差額金  688,959   688,959

    為替換算調整勘定  △103,094   △35,123

    その他の包括利益累計額合計  638,207   744,801

  少数株主持分  6,969   －

  純資産合計  3,528,965   3,917,644

負債純資産合計  8,948,055   8,963,371
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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 5,497,579  5,696,773

売上原価  4,096,981   4,179,326

売上総利益  1,400,598   1,517,446

販売費及び一般管理費  939,373   960,938

営業利益  461,224   556,507

営業外収益      

  受取利息  225   240

  受取配当金  5,154   6,362

  作業くず売却益  51,566   55,615

  その他  31,512   31,123

  営業外収益合計  88,458   93,341

営業外費用      

  支払利息  35,092   22,647

  為替差損  41,998   47,453

  製品補償損失引当金繰入額  －   51,000

  その他  15,938   25,178

  営業外費用合計  93,029   146,280

経常利益  456,653   503,569

特別利益      

  負ののれん発生益  1,257   153

  特別利益合計  1,257   153

特別損失      

  固定資産売却損  －   170

  固定資産除却損  0   0

  特別損失合計  0   170

税金等調整前四半期純利益  457,911   503,552

法人税、住民税及び事業税  95,515   165,383

法人税等調整額  82,879   △14,770

法人税等合計  178,395   150,613

少数株主損益調整前四半期純利益  279,516   352,939

少数株主利益  752   342

四半期純利益  278,763   352,596
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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 279,516  352,939

その他の包括利益      

  その他有価証券評価差額金  6,054   38,622

  為替換算調整勘定  29,114   67,970

  その他の包括利益合計  35,168   106,593

四半期包括利益  314,685   459,532

（内訳）      

  親会社株主に係る四半期包括利益  313,997   459,190

  少数株主に係る四半期包括利益  687   342
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(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） 

該当事項はありません。 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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