
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成24年11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．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）
（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 18,991 △8.8 △534 ― △671 ― △790 ―
24年３月期第２四半期 20,815 4.1 74 19.5 △62 ― △63 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △1,085百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 △914百万円( ―％)

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 △9,932.93 ―
24年３月期第２四半期 △927.31 ―

（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 ％

25年３月期第２四半期 30,274 △933 △3.1
24年３月期 31,268 153 0.5

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 △933百万円 24年３月期 153百万円

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

24年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

25年３月期 ― ―

25年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(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。

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）

連結業績予想に関する序文

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 41,700 1.3 290 886.4 160 ― 20 ― 251.16

(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

（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）

期中における重要な子会社の異動に関する注記

（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) 25年３月期２Ｑ 79,630株 24年３月期 79,630株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ ―株 24年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 79,630株 24年３月期２Ｑ 68,992株

※ 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、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。

※ 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、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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。



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

24年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

25年３月期 ― ―

25年３月期(予想) ― 0.00 0.00
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、当初期待していた回復が遅れ、円高や欧州経済の財

政問題の長期化、中国経済の減速等により先行き不透明感が一層高まっております。一方、国内経済

も、世界経済の先行き不透明の影響により、当社グループが属する電子部品業界におきましては、車載

向け等一部を除き総じて弱含みで推移しており、国内、海外共に受注の回復が遅れております。 

このような経済環境のもと、お客様での過剰在庫の調整が進んできたこと、新製品の積極的投入によ

る拡販の結果、第２四半期連結累計期間の連結売上高は18,991百万円(前年同期比8.8％減)となり、前

回公表値の売上高19,000百万円をほぼ達成いたしました。 

  

(ディスクリートデバイス部門) 

車載向けは堅調であるものの、世界経済停滞による通信・家電向けや産業機器向けを中心にお客様

の発注手控え等による需要減があり、売上高は8,590百万円(前年同期比17.4％減)となりました。 

(入出力デバイス部門) 

車載向けタッチパネルは需要が堅調に推移しておりますが、当第２四半期連結累計期間も中国を中

心とした景気の減速による決済端末・POS向けサーマルプリンタの需要減により売上高は7,511百万円

(前年同期比6.9％減)となりました。 

(その他部門) 

車載用コントロール基板及び遊戯機器向基板モジュールの需要増により売上高は2,888百万円(前年

同期比22.9％増)となりました。 

  

損益面につきましては、当社海外製造拠点への製造製品シフトによる為替リスクの軽減、新製品の積

極的投入による売上高の拡大、品質コストの削減や発生費用の削減等による原価低減を実施した結果、

第２四半期においては4百万円の営業利益を確保しました。しかしながら、第１四半期連結累計期間で

売上高の減少に伴う営業損失539百万円の計上があり、当第２四半期連結累計期間は534百万円の営業損

失(前年同期は営業利益74百万円)となりました。また、円高に伴う為替差損125百万円の計上により、

経常損失は671百万円(前年同期は62百万円の経常損失)となり、更に、平成24年９月３日付で「特別損

失の計上に関するお知らせ」にてお知らせしました訴訟に対する和解金75百万円を特別損失として計上

した結果、四半期純損失は790百万円(前年同期は63百万円の四半期純損失)となりました。 

  

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
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[地域別の売上] 

(単位：百万円)

 
  

1. 日本 

国内は、車載向けは堅調でありましたが、家電・産業機器向け需要減により、売上高は10,614百

万円(前年同期比7.3％減)となりました。 

2. アジア 

アジアは、韓国向け車載用リレーは堅調に推移しましたが、中国及び新興国の景気減速やお客様

の発注手控えもあり、家電・産業機器・通信向けリレー、サーマルプリンタの需要減に加え、為替

影響による減が24百万円あり、売上高は5,632百万円(前年同期比4.5％減)となりました。 

3. 北米 

北米は、車載向けリレーは堅調に推移しましたが、情報機器向けコネクタの需要減に加え、為替

影響による減が5百万円あり、売上高は1,185百万円(前年同期比6.2％減)となりました。 

4. ヨーロッパ 

ヨーロッパは、経済情勢の悪化が継続しており、車載・産業機器向けリレーを中心に需要が低迷

したことと、為替影響による減が204百万円あり、売上高は1,559百万円(前年同期比29.2％減)とな

りました。 

  

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)

前年同期比

日本 11,451 10,614 △837

アジア 5,897 5,632 △265

北米 1,263 1,185 △78

ヨーロッパ 2,201 1,559 △642

合計 20,815 18,991 △1,823

(海外売上比率) ( 45.0％) ( 44.1％) (△0.9％)
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度末に比べ994百万円減少し、30,274百万

円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ463百万円減少し、18,341百万円となりまし

た。主に現金及び預金が350百万円減少したこと、商品及び製品が519百万円減少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531百万円減少し、11,932百万円となりました。減価償

却費848百万円の計上や、投資有価証券の時価下落に伴う91百万円の減少と設備投資549百万円の増に

よるものであります。 

当第２四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度末に比べ92百万円増加し、31,208百万円

となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ167百万円増加し、27,320百万円となりまし

た。主に短期借入金が1,084百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が619百万円減少したことなど

によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ75百万円減少し、3,887百万円となり

ました。 

当第２四半期連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,086百万円減少し、933百万

円の債務超過となりました。四半期純損失790百万円の計上と、外貨為替レートが円高に進行したこ

とによる影響を受けて為替換算調整勘定が219百万円減少したことや、投資有価証券の時価下落によ

り投資有価証券評価差額金が75百万円減少したことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累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350百万円

減少し、1,140百万円となりました。 

(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698百万円の支出(前年同期は119百万円の収入)となりまし

た。主に税金等調整前四半期純損失746百万円及び売上債権の増加額752百万円による支出、減価償却

費848百万円の収入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622百万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623百万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1,027百万円の収入（前年同期比717百万円の増加）となりま

した。主に短期借入金の純増額1,087百万円によるものであります。 

  

第２四半期累計期間については、第１四半期の売上高9,055百万円と低迷しましたが、徐々にお客様

での過剰在庫の調整が進んできたことと、新製品の積極的投入による拡販により、第２四半期売上高は

9,935百万円と約9億円増加したことで前回予想どおりの連結売上高を確保いたしました。また、営業損

益につきましても、品質コストの削減や発生費用の削減等による原価低減により前回予想を上回ること

ができました。 

第３四半期以降についても、引き続きお客様サポート力の一層の強化を図り、海外生産品の積極的拡

販に努め、新製品のタイムリーな市場投入を加速して売上高を確保し、グループ一丸となって更なる生

産体制の整備・強化を図り、発生費用の徹底した圧縮による原価低減を推し進め、通期の業績予想につ

きましては売上高41,700百万円、営業利益290百万円、経常利益160百万円、当期純利益20百万円を予想

しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、主にマレーシアリンギットを中心とした急激

な円高に伴う海外子会社の純資産に対する為替換算調整勘定の減少や投資有価証券の時価下落による投

資有価証券評価差額金の減少と四半期純損失の計上により債務超過となっており、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

しかしながら、第１四半期の当社海外製造拠点への製造製品シフトによる為替リスクの軽減効果と新

製品の積極的投入による売上高の拡大、品質コストの削減や発生費用の削減等による原価低減を実施し

た結果、第２四半期においては4百万円の営業利益を計上しました。 

また、「１．当四半期決算に関する定性的情報」の「（３）連結業績予想に関する定性的情報」に記

載のとおりの純利益の計上を予想しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと

判断しております。 

  

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

第１四半期 第２四半期 上期計 下期予測 年間予測

売上高 9,055 9,935 18,991 22,709 41,700

営業利益又は 
営業損失(△)

△539 4 △534 824 290

経常利益又は 
経常損失(△)

△574 △97 △671 831 160

当期純利益又は 
当期純損失(△)

△597 △193 △790 810 20
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,490 1,140

受取手形及び売掛金 11,167 11,498

商品及び製品 4,156 3,636

仕掛品 539 586

原材料及び貯蔵品 919 1,111

その他 559 393

貸倒引当金 △27 △25

流動資産合計 18,804 18,341

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,295 2,195

機械装置及び運搬具（純額） 3,586 3,279

工具、器具及び備品（純額） 967 859

土地 3,957 3,957

建設仮勘定 342 456

有形固定資産合計 11,149 10,748

無形固定資産 797 763

投資その他の資産   

その他 575 476

貸倒引当金 △57 △56

投資その他の資産合計 517 420

固定資産合計 12,463 11,932

資産合計 31,268 30,274
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(単位：百万円)

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 10,926 10,306

短期借入金 13,477 14,561

その他 2,749 2,451

流動負債合計 27,152 27,320

固定負債   

退職給付引当金 2,873 2,912

役員退職慰労引当金 176 143

障害対応費用引当金 56 33

その他 858 797

固定負債合計 3,963 3,887

負債合計 31,115 31,208

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 △12,895 △13,687

株主資本合計 523 △268

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29 △46

土地再評価差額金 917 917

為替換算調整勘定 △1,317 △1,536

その他の包括利益累計額合計 △370 △665

純資産合計 153 △933

負債純資産合計 31,268 30,274
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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：百万円）

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 20,815 18,991

売上原価 16,594 15,485

売上総利益 4,220 3,505

販売費及び一般管理費 4,145 4,040

営業利益又は営業損失（△） 74 △534

営業外収益   

受取ロイヤリティー 43 25

その他 42 51

営業外収益合計 85 77

営業外費用   

支払利息 102 60

為替差損 67 125

その他 52 28

営業外費用合計 223 214

経常損失（△） △62 △671

特別利益   

投資有価証券売却益 97 －

特別利益合計 97 －

特別損失   

和解金 － 75

特別損失合計 － 75

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

34 △746

法人税、住民税及び事業税 61 52

法人税等調整額 36 △8

法人税等合計 98 44

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △63 △790

四半期純損失（△） △63 △790
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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：百万円)

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損失（△） △63 △790

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △399 △75

為替換算調整勘定 △451 △219

その他の包括利益合計 △850 △294

四半期包括利益 △914 △1,085

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △914 △1,085

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

34 △746

減価償却費 908 848

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 －

受取利息及び受取配当金 △1 △2

支払利息 102 60

売上債権の増減額（△は増加） △1,552 △752

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,112 77

仕入債務の増減額（△は減少） 2,200 △103

投資有価証券売却損益（△は益） △97 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93 △32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38 39

障害対応費用引当金の増減額（△は減少） △62 △22

その他の流動資産の増減額（△は増加） △132 186

その他の流動負債の増減額（△は減少） 43 △171

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1 2

その他 △13 △6

小計 251 △622

利息及び配当金の受取額 1 2

利息の支払額 △102 △60

法人税等の支払額 △31 △18

法人税等の還付額 0 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 119 △698

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 △870 △623

有形固定資産の売却による収入 61 23

投資有価証券の売却による収入 136 －

無形固定資産の取得による支出 △52 △32

その他 6 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △717 △622

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） 404 1,087

リース債務の返済による支出 △94 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 310 1,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81 △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △369 △350

現金及び現金同等物の期首残高 1,029 1,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 660 1,140
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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） 

該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間及び当第２四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。 

  

  

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) 

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）セグメント情報等

（６）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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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。 

  

５．補足情報

（１）受注及び販売の状況

事業部門
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)

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)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 8,286 9,818 17,783

入出力デバイス部門 8,001 8,407 15,916

その他 2,908 2,576 5,459

合計 19,196 20,803 39,159

（うち輸出） 8,500 9,213 17,030

比率 (44.3％) (44.3％) (43.5％)

事業部門
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)

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)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 8,590 10,396 19,537

入出力デバイス部門 7,511 8,068 16,274

その他 2,888 2,349 5,352

合計 18,991 20,815 41,164

（うち輸出） 8,377 9,363 18,164

比率 (44.1％) (45.0％) (44.1％)

事業部門
当第２四半期連結会計期間

(平成24年９月30日)
前第２四半期連結会計期間

(平成23年９月30日)
前連結会計年度

(平成24年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 3,698 5,151 4,140

入出力デバイス部門 3,879 4,262 3,464

その他 456 688 596

合計 8,035 10,102 8,201

（うち輸出） 4,118 5,007 4,269

比率 (51.3％) (49.6％) (52.1％)
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