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

25年3月期第3四半期 129,910 15.5 4,213 27.7 4,292 27.9 2,890 51.9
24年3月期第3四半期 112,442 △19.4 3,298 △30.6 3,354 △29.3 1,903 △33.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,873百万円 （350.4％） 24年3月期第3四半期 637百万円 （△71.0％）

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3四半期 93.68 ―
24年3月期第3四半期 61.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 111,597 50,407 42.5
24年3月期 86,125 48,540 52.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  47,393百万円 24年3月期  45,577百万円

2.  配当の状況 

（注） １ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 
    ２ 平成24年３月期期末配当の内訳  普通配当 15円00銭  新本社ビル竣工記念配当 １円00銭 

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 ― 14.00 ― 16.00 30.00
25年3月期 ― 15.00 ―
25年3月期（予想） 15.00 30.00

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  ：  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 170,000 11.3 6,100 32.6 6,100 29.7 3,800 37.6 123.16



(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３ページ「サマリー情報（注記情報）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記情報）に関する事項」をご覧ください。 

(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を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成24年５月11日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成し
たものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。なお、上記予想の前提条件その他の関連事項については、添付資
料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

※  注記事項

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3Q 32,663,240 株 24年3月期 32,663,240 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,809,756 株 24年3月期 1,809,483 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 30,853,602 株 24年3月期3Q 30,853,834 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３四半期連結累計期間における我が国経済は、長期的な円高に歯止めがかかり、東日本大震災の復興需要

を下支えとして緩やかな回復傾向にあるものの、欧州の債務問題等による世界経済の下振れ懸念及び新興国経済

の減速等、景気の下押しリスクを含んでおり先行きは依然不透明な状態が続いております。 

当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、当社グループに関連する自動車関連分野はエ

コカー補助金の終了及び新興国市場の販売低迷による生産調整があったものの、スマートフォン、タブレットＰ

Ｃを中心とした情報通信関連分野及び中・小型液晶関連分野が好調に推移したため、全般的に緩やかな回復基調

で推移致しました。 

このような状況の下、当社グループは「飛躍に向けたＶ字回復を図る」をスローガンに掲げ、国内・海外の連

携によるグループ経営の強化と海外事業の拡大、戦略的な投資による新規事業の拡大、構造改革の継続的な推進

により収益追求型の企業体質構築に取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,299億10百万円（前年同期比15.5％増）、営業利益は42億13

百万円（前年同期比27.7％増）、経常利益は42億92百万円（前年同期比27.9％増）、四半期純利益は28億90百万

円（前年同期比51.9％増）となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

日本においては、自動車関連部材の販売はエコカー補助金の終了による生産調整及び新興国市場の販売減少により、

一時的な低迷がみられたものの、スマートフォン、タブレットＰＣを中心とした中・小型液晶関連部材及び一部の

大型液晶関連部材の販売が好調に推移しました。さらに、構造改革の継続的な取り組みを行った結果、売上高は

912億70百万円（前年同期比22.8％増）、営業利益は30億94百万円（前年同期比52.8％増）となりました。 

アジアにおいては、スマートフォン、タブレットＰＣを中心とする情報通信関連部材の販売が引き続き好調に推

移したものの、新たに立ち上げた製造部門の稼働遅延等により、売上高は373億２百万円（前年同期比3.8％増）、

営業利益は９億20百万円（前年同期比14.3％減）となりました。 

その他のセグメント（北米及び欧州）においては、売上高は13億37百万円（前年同期比39.1％減）、営業利益は52百

万円（前年同期比15.3％減）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は1,115億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ254億71百

万円の増加となりました。資産の部の内訳は、流動資産が905億99百万円（前連結会計年度末比227億４百万円

増）、固定資産が209億97百万円（前連結会計年度末比27億66百万円増）であります。流動資産の主な増加要因は、

商品及び製品101億84百万円、現金及び預金52億99百万円、有価証券40億円、受取手形及び売掛金23億13百万円の

増加があったためであります。固定資産の主な増加要因は、有形固定資産22億66百万円の増加であります。 

負債合計は、611億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ236億４百万円の増加となりました。負債の部の

内訳は、流動負債が521億22百万円（前連結会計年度末比161億14百万円増）、固定負債が90億67百万円（前連結

会計年度末比74億89百万円増）であります。流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金159億31百万円の

増加によるものであります。固定負債の主な増加要因は、新株予約権付社債70億円の増加によるものであります。 

純資産合計は、504億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億67百万円の増加となりました。純資産の部

の主な増加要因は、利益剰余金19億14百万円の増加であります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成24年５月11日発表の予想数値に変更はありま

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 

 税金費用の計算 
 税金費用に関しては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す
る方法によっております。 

 

(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 
 当社及び一部の国内連結子会社は、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の方法に変更しております。 
当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,875 18,174

受取手形及び売掛金 41,252 43,566

有価証券 － 4,000

商品及び製品 10,828 21,012

仕掛品 454 1,075

原材料及び貯蔵品 459 596

その他 2,118 2,252

貸倒引当金 △93 △77

流動資産合計 67,895 90,599

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,388 4,443

土地 4,383 4,534

その他（純額） 2,667 4,726

有形固定資産合計 11,439 13,705

無形固定資産   

のれん 368 280

その他 1,933 2,921

無形固定資産合計 2,301 3,202

投資その他の資産   

投資有価証券 3,176 2,836

その他 1,331 1,274

貸倒引当金 △17 △21

投資その他の資産合計 4,489 4,089

固定資産合計 18,230 20,997

資産合計 86,125 111,597
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,673 47,605

短期借入金 90 623

未払法人税等 530 785

賞与引当金 593 287

その他 3,119 2,819

流動負債合計 36,007 52,122

固定負債   

新株予約権付社債 － 7,000

退職給付引当金 785 819

役員退職慰労引当金 71 31

負ののれん 68 45

その他 651 1,170

固定負債合計 1,577 9,067

負債合計 37,585 61,189

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,545 6,545

資本剰余金 6,767 6,767

利益剰余金 37,096 39,010

自己株式 △1,904 △1,904

株主資本合計 48,505 50,419

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △358 △350

繰延ヘッジ損益 △2 △113

土地再評価差額金 271 271

為替換算調整勘定 △2,838 △2,832

その他の包括利益累計額合計 △2,928 △3,025

少数株主持分 2,963 3,013

純資産合計 48,540 50,407

負債純資産合計 86,125 111,597
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 112,442 129,910

売上原価 98,917 115,137

売上総利益 13,524 14,772

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,663 1,731

給料手当及び賞与 3,874 3,958

賞与引当金繰入額 292 250

退職給付費用 330 355

その他 4,065 4,263

販売費及び一般管理費合計 10,226 10,559

営業利益 3,298 4,213

営業外収益   

受取利息 61 62

受取配当金 64 63

仕入割引 27 97

負ののれん償却額 61 22

その他 83 107

営業外収益合計 298 353

営業外費用   

支払利息 21 22

売上割引 45 73

為替差損 127 124

その他 47 54

営業外費用合計 242 274

経常利益 3,354 4,292

特別利益   

受取保険金 － 544

投資有価証券売却益 － 49

固定資産売却益 － 33

特別利益合計 － 627

特別損失   

投資有価証券評価損 24 294

災害による損失 － 148

投資有価証券売却損 － 56

固定資産除却損 52 13

ゴルフ会員権売却損 － 8

契約解除和解金 15 －

ゴルフ会員権評価損 1 －

特別損失合計 93 522

税金等調整前四半期純利益 3,260 4,397

法人税等 1,273 1,406

少数株主損益調整前四半期純利益 1,987 2,991

少数株主利益 84 100

四半期純利益 1,903 2,890
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,987 2,991

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △310 8

繰延ヘッジ損益 △0 △110

為替換算調整勘定 △1,038 △14

その他の包括利益合計 △1,349 △117

四半期包括利益 637 2,873

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 740 2,793

少数株主に係る四半期包括利益 △102 80
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 (3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 

(4)  セグメント情報 

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他（注） 合計 
日本 アジア 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 74,297 35,949 110,246 2,195 112,442

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

14,695 957 15,653 169 15,822

計 88,992 36,907 125,900 2,364 128,264

セグメント利益 2,025 1,073 3,098 61 3,160

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、北米及び欧州地域の事業活動を

含んでおります。 

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

 （差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利益 金額 

報告セグメント計 3,098

「その他」の区分の利益 61

セグメント間取引消去 137

四半期連結損益計算書の営業利益 3,298
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当第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） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他（注） 合計 
日本 アジア 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 91,270 37,302 128,573 1,337 129,910

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

13,161 2,156 15,318 139 15,457

計 104,431 39,459 143,891 1,477 145,368

セグメント利益 3,094 920 4,014 52 4,067

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、北米及び欧州地域の事業活動を

含んでおります。 

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

 （差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利益 金額 

報告セグメント計 4,014

「その他」の区分の利益 52

セグメント間取引消去 145

四半期連結損益計算書の営業利益 4,213

 
 
 

(5) 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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