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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 14,224 △13.8 181 △77.9 116 △72.5 △76 ―
23年3月期第1四半期 16,497 28.9 820 ― 421 ― △522 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △457百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △3,873百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △1.73 ―
23年3月期第1四半期 △11.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 143,709 130,411 87.0
23年3月期 144,142 131,581 87.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  125,090百万円 23年3月期  126,184百万円

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  
24年3月期の配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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

23年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 29,200 △9.3 530 △63.8 600 9.8 100 ― 2.25
通期 60,400 △2.4 1,800 △20.4 2,200 65.7 1,000 ― 22.51



(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
四半期財務諸表の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 
１．上記の業績予想は、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際の業績等は、当社製品 
  の需給の急速な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な状況により異なる場合があり得ることを 
  ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定およ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］２ページ「１．当四半期決算 
  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」をご覧ください。  
２．平成24年３月期の配当予想につきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されるため、現時点では未定とさせていただき、今後の業績などを総合的に 
  勘案いたしました上で、公表が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 45,886,739 株 23年3月期 45,886,739 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,460,694 株 23年3月期 1,460,496 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 44,426,175 株 23年3月期1Q 44,427,081 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州での金融不安、米国での失業率の上昇や個人消費の伸びの

鈍化など下振れ懸念はあるものの、アジアを中心とした経済成長に支えられ総じて緩やかな回復が続きました。 

一方、国内経済は東日本大震災の影響により依然として厳しい状況が続くものの、このところ回復の動きが見ら

れました。 

このような状況にあって、当社グループは、東日本大震災において被災した岩手県釜石市の製造子会社をいち早

く復旧再稼働すると共に、急速な回復が予想される市場へ対応するため、柔軟な供給体制の確保に努めました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は142億２千４百万円(前年同期比13.8％減)となりまし

た。このうち海外売上高は、米国やアジア市場などで売上げが低迷したことから73億７千万円(前年同期比17.1％

減)となり、国内売上高も68億５千４百万円(前年同期比9.9％減)となりました。収益面では、売上げ減少の影響か

ら営業利益は１億８千１百万円(前年同期比77.9％減)、また、為替変動の影響もあり経常利益は１億１千６百万円

(前年同期比72.5％減)、四半期純損益は７千６百万円の損失(前年同期は四半期純損失５億２千２百万円)となりま

した。 

  

  

セグメントの業績は、次のとおりです。 

  

① 電子部品事業 

蛍光表示管は、東日本大震災の影響による世界的なサプライチェーンの混乱により、海外・国内市場共に売上げ

は前年同期を大幅に下回りました。 

蛍光表示管モジュールは、国内市場のＰＯＳ用途向けやアミューズメント向けが好調に推移したことや、米国に

おける新たな基板実装事業が伸展したことから、売上げは前年同期を上回りました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は52億５千５百万円(前年同期比23.2％減)となりました。 

  

② 電子機器事業 

ホビー用ラジコン機器および模型用エンジンにつきましては、前期に市場投入した新製品が好調に推移したもの

の、海外・国内市場共に個人消費の低迷の影響から売上げは前年同期を下回りました。 

産業用ラジコン機器は、クレーン付き車両向けをはじめ、総じて好調に推移したことから、売上げは前年同期を

上回りました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は17億８千９百万円(前年同期比10.6％減)となりました。 

  

③ 生産器材事業 

プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートなどにつきまして、海外では、中国市場が拡大を続け

るなか、韓国における自動車用途が減少したことから、売上げは前年同期を下回りました。国内では、今後とも成

長が期待されるエコカー用の電池やレンズなど精密分野への営業強化を進めておりましたが、東日本大震災などの

影響により、売上げは前年同期を下回りました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は71億７千９百万円(前年同期比6.2％減)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金や投資その他の資産の減少などにより、前連結会

計年度末に比べ４億３千３百万円減少し1,437億９百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金や退職給付引当金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ７億３千６百万円増

加し132億９千７百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金や為替換算調整勘定の減少などにより、前連結会計年度末に比べ11億６千９百万円減少し

1,304億１千１百万円となりました。この結果、自己資本比率は87.0％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的な業績見通しの算定が困難であることから未定

としておりましたが、 近の業績動向等を踏まえ、平成24年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の業績予

想を本日(平成23年８月５日)公表いたしましたので、次のとおりお知らせいたします。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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① 連結業績予想(セグメント別損益) 

② 連結業績予想(設備投資、減価償却費、研究開発費、期末人員) 

  

(単位：百万円)

   第２四半期(累計)
対前年同期 
増減率(％) 

通 期 
対前期 

増減率(％) 

 電子部品  11,100  △16.8  23,600  △5.9

 電子機器  3,700  △9.3  7,600  △2.3

 生産器材  14,400  △2.6  29,200  0.6

 売 上 高  29,200  △9.3  60,400  △2.4

 電子部品  △430  －  △170  －

 電子機器  370  △2.3  750  △1.1

 生産器材  590  3.7  1,220  11.7

 営 業 利 益  530  △63.8  1,800  △20.4

 経 常 利 益  600  9.8  2,200  65.7

 当 期 純 利 益  100  －  1,000  －

平均為替レート 円/$ 81   円/$ 80   

(単位：百万円)

   第２四半期(累計)
対前年同期 
増減率(％) 

通 期 
対前期 

増減率(％) 

 電子部品  1,000  8.5  2,000  19.0

 電子機器  100  158.7  400  118.2

 生産器材  1,200  177.0  2,100  118.3

 設 備 投 資  2,300  65.0  4,500  59.2

 電子部品  760  △10.6  1,630  △5.1

 電子機器  150  △8.8  330  2.0

 生産器材  830  △7.9  1,740  △2.1

 減 価 償 却 費  1,740  △9.2  3,700  △3.1

 電子部品  640  13.5  1,270  7.1

 電子機器  220  1.1  450  △7.1

 生産器材  190  △27.0  380  △23.4

 研 究 開 発 費  1,050  0.8  2,100  △3.1

 国 内 人1,557   人1,557   

 海 外 人4,267   人4,302   

 期 末 人 員 人5,824   人5,859   
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追加情報 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております。 

  

(在外子会社における韓国採択国際会計基準の適用) 

当第１四半期連結会計期間より、在外連結子会社である起信精機(株)グループの連結財務諸表については、韓国

において2011年１月１日以後開始する事業年度より韓国株式市場での公開企業に対して韓国採択国際会計基準が強

制適用されることから、当該会計基準を適用した起信精機(株)グループの連結財務数値を基礎として、連結決算上

必要な修正を行うことにより連結財務諸表を作成しております。当該会計基準は遡及して適用され、前年四半期お

よび前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表および連結財務諸表となっております。 

 遡及適用を行う前と比較し、前第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純損失

ならびに１株当たり四半期純損失に与える影響は軽微であります。なお、前連結会計年度の期首の純資産に累積的

影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前連結会計年度期首残高は632百万円増加しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表等 
（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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 58,659 58,178

受取手形及び売掛金 16,724 15,908

有価証券 1,064 1,217

商品及び製品 4,093 4,248

仕掛品 2,306 2,491

原材料及び貯蔵品 5,187 5,580

その他 3,739 4,178

貸倒引当金 △191 △174

流動資産合計 91,583 91,629

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,049 12,104

機械装置及び運搬具（純額） 7,406 7,636

工具、器具及び備品（純額） 635 606

土地 15,470 15,616

リース資産（純額） 139 108

建設仮勘定 1,261 1,053

有形固定資産合計 36,964 37,125

無形固定資産 1,131 1,155

投資その他の資産   

投資有価証券 10,491 10,192

その他 4,120 3,754

貸倒引当金 △148 △148

投資その他の資産合計 14,463 13,798

固定資産合計 52,559 52,079

資産合計 144,142 143,709
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,513 4,880

短期借入金 21 37

未払費用 2,141 2,242

未払法人税等 358 307

賞与引当金 1,051 739

その他 1,578 1,916

流動負債合計 9,665 10,124

固定負債   

長期借入金 21 59

退職給付引当金 1,515 1,835

役員退職慰労引当金 27 25

その他 1,331 1,251

固定負債合計 2,895 3,172

負債合計 12,560 13,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 99,229 98,611

自己株式 △3,275 △3,275

株主資本合計 140,108 139,489

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △376 △345

為替換算調整勘定 △13,547 △14,053

その他の包括利益累計額合計 △13,923 △14,398

少数株主持分 5,396 5,321

純資産合計 131,581 130,411

負債純資産合計 144,142 143,709
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 16,497 14,224

売上原価 12,381 11,051

売上総利益 4,116 3,173

販売費及び一般管理費 3,295 2,991

営業利益 820 181

営業外収益   

受取利息 112 89

受取配当金 84 83

その他 146 143

営業外収益合計 343 317

営業外費用   

為替差損 706 369

その他 35 13

営業外費用合計 742 382

経常利益 421 116

特別利益   

固定資産売却益 16 56

貸倒引当金戻入額 14 －

受取保険金 － 62

特別利益合計 31 119

特別損失   

減損損失 453 －

災害による損失 － 40

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 166 －

その他 174 16

特別損失合計 794 57

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（△）

△340 178

法人税、住民税及び事業税 195 135

法人税等調整額 △172 0

法人税等合計 23 135

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△364 42

少数株主利益 157 119

四半期純損失（△） △522 △76
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△364 42

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △298 30

為替換算調整勘定 △3,210 △530

その他の包括利益合計 △3,509 △499

四半期包括利益 △3,873 △457

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,384 △552

少数株主に係る四半期包括利益 △489 94
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 該当事項はありません。 

(セグメント情報) 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

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)

(注)１．セグメント利益の調整額△0百万円は、セグメント間取引消去であります。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

    

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

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)

(注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額１百万円は、セグメント間取引消去であります。 

  ２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  6,839  2,000  7,657  16,497  －  16,497

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  0  0  △0  －

計  6,839  2,000  7,658  16,498  △0  16,497

セグメント利益  218  153  449  821  △0  820

  

  

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  5,255  1,789  7,179  14,224  －  14,224

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  0  0  △0  －

計  5,255  1,789  7,180  14,224  △0  14,224

セグメント利益又は 
損失(△) 

 △334  190  324  179  1  181

（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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