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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 14,021 △13.0 △76 ― 259 ― 229 △84.5
24年3月期第2四半期 16,109 △21.6 △211 ― 6 ― 1,475 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 319百万円 （△48.4％） 24年3月期第2四半期 618百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 6.57 6.56
24年3月期第2四半期 42.16 42.12

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

25年3月期第2四半期 46,447 35,114 72.3 960.28
24年3月期 46,666 35,041 71.9 959.14
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  33,604百万円 24年3月期  33,564百万円

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25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

24年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有   

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 26,300 △5.4 △600 ― 150 ― △50 ― △1.25



(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  ：  有  
（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』をご参照願います。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第１０条の5に該当するものであります。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」を参照ください。 

(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－手続き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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 34,997,824 株 24年3月期 34,997,824 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,326 株 24年3月期 3,224 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 34,994,578 株 24年3月期2Q 34,995,062 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、一部で回復の兆しをみせたものの、円高の長

期化、欧州の債務危機懸念、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、主力の電子材

料分野において、世界的な民生デジタル家電不況の影響から、前年同期に比べ売上は減少しました

がコスト削減を推進した結果、損益は改善しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は、140 億 21 百万円（前年同期比 13.0％

減）となりました。損益は営業損失 76 百万円（前年同期は 211 百万円の営業損失）、経常利益 259

百万円（前年同期は 6 百万円）、四半期純利益は 229 百万円（前年同 84.4％減）となりました。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年 3 月期の連結業績につきましては、市況の悪化が見込まれるため売上は減少するもの

の、全社的なコスト削減等により、営業損益、経常損益、当期純損益は、ともに前回予想よりも改

善すると予想しております。 

 

平成 25 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想数値の修正 

（平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日） 

 売上高 

（百万

円） 

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益 

（百万円） 

1 株当たり 

当期純利益

（円） 

前回発表予想（Ａ） 13,700 △470 △430 △490 △14.00

実 績 値 （Ｂ） 14,021 △76 259 229 6.57

増減額（Ｂ－Ａ） 321 394 689 719 

増 減 率 （ ％ ） 2.3％ － － － 

（ご参考）前期第 2 四半期実績 

（平成 24 年 3 月期） 
16,109 △211 6 1,475 42.16
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平成 25 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正 

（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 

 
売上高 

（百万円）

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益 

（百万円） 

1 株当たり 

当期純利益

（円） 

前回発表予想（Ａ） 26,500 △1,050 △650 △850 △24.29

今回修正予想（Ｂ） 26,300 △600 150 △50 △1.25

増減額（Ｂ－Ａ） △200 450 800 800 

増 減 率 （ ％ ） △0.7％ ― ― ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 24 年 3 月期） 
27,825 △1,315 △447 586 16.75

 

 

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 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。 

  

(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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成 24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に

変更しております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,412,220 5,588,575

受取手形及び売掛金 8,532,084 10,106,828

有価証券 701,639 499,919

商品及び製品 2,760,965 2,275,835

仕掛品 1,297,582 1,173,508

原材料及び貯蔵品 1,781,127 1,912,993

その他 733,702 665,472

貸倒引当金 △174,357 △165,365

流動資産合計 23,044,965 22,057,768

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,255,207 6,084,628

機械装置及び運搬具（純額） 2,986,473 3,020,793

その他（純額） 1,922,955 2,042,027

有形固定資産合計 11,164,637 11,147,449

無形固定資産   

のれん 52,655 38,940

その他 144,622 144,014

無形固定資産合計 197,277 182,954

投資その他の資産   

投資有価証券 11,581,343 12,358,782

その他 1,057,607 1,068,668

貸倒引当金 △379,070 △367,637

投資その他の資産合計 12,259,880 13,059,812

固定資産合計 23,621,795 24,390,216

資産合計 46,666,761 46,447,984

㈱有沢製作所(5208)　平成25年3月期第2四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,990,176 4,358,479

短期借入金 1,133,165 1,149,283

1年内返済予定の長期借入金 1,015,912 1,075,805

未払法人税等 61,708 84,996

賞与引当金 446,252 400,968

役員賞与引当金 2,480 885

製品保証引当金 126,319 71,947

その他 2,005,798 1,892,195

流動負債合計 8,781,814 9,034,562

固定負債   

長期借入金 2,068,007 1,662,947

退職給付引当金 34,212 34,279

資産除去債務 63,607 64,468

その他 677,524 537,419

固定負債合計 2,843,350 2,299,113

負債合計 11,625,165 11,333,676

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,259 7,117,259

資本剰余金 6,229,282 6,229,282

利益剰余金 20,848,841 20,903,600

自己株式 △1,655 △1,708

株主資本合計 34,193,727 34,248,434

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 371,836 170,057

為替換算調整勘定 △1,000,912 △813,975

その他の包括利益累計額合計 △629,076 △643,917

新株予約権 230,542 159,172

少数株主持分 1,246,402 1,350,620

純資産合計 35,041,595 35,114,308

負債純資産合計 46,666,761 46,447,984
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 16,109,836 14,021,520

売上原価 14,183,033 12,455,534

売上総利益 1,926,803 1,565,986

販売費及び一般管理費 2,138,338 1,642,584

営業損失（△） △211,535 △76,598

営業外収益   

受取利息 24,981 31,836

受取配当金 22,789 26,990

持分法による投資利益 467,355 386,984

負ののれん償却額 18,457 18,457

その他 198,182 178,863

営業外収益合計 731,765 643,133

営業外費用   

支払利息 52,232 42,756

為替差損 346,242 165,081

その他 115,724 99,653

営業外費用合計 514,200 307,491

経常利益 6,030 259,043

特別利益   

固定資産売却益 60,382 27,072

新株予約権戻入益 64,823 88,112

その他 1,497,952 8,383

特別利益合計 1,623,158 123,569

特別損失   

投資有価証券売却損 － 18,222

関係会社株式評価損 － 20,345

その他 14,068 16,118

特別損失合計 14,068 54,686

税金等調整前四半期純利益 1,615,119 327,926

法人税等 88,599 46,976

少数株主損益調整前四半期純利益 1,526,520 280,949

少数株主利益 51,224 51,093

四半期純利益 1,475,296 229,856
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,526,520 280,949

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,013,374 △201,818

為替換算調整勘定 78,956 161,280

持分法適用会社に対する持分相当額 25,976 78,821

その他の包括利益合計 △908,441 38,283

四半期包括利益 618,079 319,233

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 566,679 215,014

少数株主に係る四半期包括利益 51,399 104,218
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 1,615,119 327,926

減価償却費 779,683 689,158

のれん償却額 15,333 15,123

株式報酬費用 30,769 16,742

新株予約権戻入益 △64,823 △88,112

貸倒引当金の増減額（△は減少） 88,723 △19,720

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,159 △45,284

製品保証引当金の増減額（△は減少） △141,256 △54,371

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,186 △1,595

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,988 264

投資有価証券償還損益（△は益） － △13,002

受取利息及び受取配当金 △47,770 △58,827

支払利息 52,232 42,756

為替差損益（△は益） 303,661 106,898

持分法による投資損益（△は益） △467,355 △386,984

持分変動損益（△は益） 9,438 △2,482

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △1,492,836 18,222

投資有価証券評価損益（△は益） 17,394 △285

固定資産売却損益（△は益） △60,382 △27,072

有形固定資産除却損 2,234 3,555

関係会社株式売却損益（△は益） － △5,901

関係会社株式評価損 － 20,345

売上債権の増減額（△は増加） 284,574 △1,545,594

たな卸資産の増減額（△は増加） 312,008 489,923

仕入債務の増減額（△は減少） △414,501 369,744

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） 137,802 12,976

その他の資産の増減額（△は増加） 65,064 81,241

その他の負債の増減額（△は減少） △163,146 △113,696

その他 8 305

小計 816,162 △186,204

利息及び配当金の受取額 351,264 346,446

利息の支払額 △52,380 △42,598

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 △432,947 △28,507

営業活動によるキャッシュ・フロー 682,098 △255,682
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 △358,650 △72,865

定期預金の払戻による収入 1,550,000 250,714

有価証券の取得による支出 △999,333 △999,402

有価証券の売却による収入 1,050,000 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △766,434 △795,983

有形固定資産の売却による収入 437,598 57,544

無形固定資産の取得による支出 △8,932 △17,968

投資有価証券の取得による支出 △1,374,188 △609,514

投資有価証券の売却による収入 2,829,965 170,323

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 2,950 10,452

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,361,975 △806,699

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） 460,045 3,399

長期借入れによる収入 324,743 377,833

長期借入金の返済による支出 △483,406 △751,706

社債の償還による支出 △49,765 －

リース債務の返済による支出 △149,387 △13,555

自己株式の取得による支出 △45 △53

配当金の支払額 △208,521 △173,837

少数株主への配当金の支払額 △3,419 △123

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,756 △558,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68,131 △35,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,866,186 △1,655,870

現金及び現金同等物の期首残高 4,112,839 6,038,695

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,979,025 4,382,824
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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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