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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 37,576 △5.6 681 △38.5 593 △41.5 496 △6.1
23年3月期第2四半期 39,804 29.4 1,109 57.6 1,014 51.0 528 17.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 466百万円 （75.7％） 23年3月期第2四半期 265百万円 （―％）

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2四半期 57.28 ―
23年3月期第2四半期 60.98 ―

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

24年3月期第2四半期 35,837 22,893 63.9 2,641.60
23年3月期 39,784 22,556 56.7 2,602.68
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  22,893百万円 23年3月期  22,556百万円

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

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ― 15.00
24年3月期（予想） ― 15.00 30.00

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、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 78,000 △4.8 1,260 △29.8 1,260 △26.6 740 △19.1 85.39



(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
半期連結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 
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）２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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
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2Q 9,086,755 株 23年3月期 9,086,755 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 420,367 株 23年3月期 420,227 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,666,505 株 23年3月期2Q 8,666,654 株
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1.当四半期の連結業績等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２四半期のわが国経済の状況は、引き続き東日本大震災からの復旧・復興を 優先に推移し予想外の早目の回復が展望されましたが、

一方では欧州での財政不安がより尖鋭化し、米国においても国債が格下げされ、これらの帰結としての円高の顕現する情勢下、先行きの見通

しは不透明な状況が続いております。 

こうした状況下、当社グループの属する電子部品業界ではサプライチェーンの回復も概ね順調に進展した模様で、四半期末に向けて尻上が

りに活発な動きが見られております。 

当社グループにおいては顧客の海外シフトに対応しグローバルな視点で営業体制を強化することにより業績の確保に努めましたが、当社

を取り巻く種々環境の変化の影響により、売上高は375億76百万円（前年同期比5.6%減）となりました。 

また、各品目別の概況は次のとおりであります。 

(液 晶 デ バ イ ス ) 携帯電話向け小型液晶及びアミューズメント向け液晶デバイスが厳しい市況環境の変化により減少し、売上高は89

億59百万円(前年同期比27.4%減)となりました。 

(半導体・集積回路) 海外子会社におけるウエハービジネスは伸長しましたが、デジタルカメラ向けCCDの商流変更等による減少により売

上高は61億21百万円(前年同期比9.7%減)となりました。 

(電子部品・その他) 海外子会社における液晶モジュール向けデバイスの堅調な推移により、売上高は222億61百万円（前年同期比9.2%

増）となりました。 

( 生 産 ) 自社製品であるバックライトは、携帯電話向けの減少により、売上高は2億34百万円(前年同期比17.8%減)となりま

した。 

利益面では、売上原価350億94百万円を控除した売上総利益は24億82百万円(前年同期比13.9%減)となり、人件費10億77百万円を中心とする

販売費及び一般管理費は18億円であり、結果営業利益は6億81百万円(前年同期比38.5%減)となりました。 

 営業外収益及び費用では仕入割引33百万円、負ののれん償却額31百万円、及び為替差損1億45百万円等を計上した結果、経常利益段階では5

億93百万円（前年同期比41.5%減）の利益となっております。 

 特別利益及び損失では、特別損失に投資有価証券評価損18百万円等を計上した結果、税金等調整前四半期純利益は5億65百万円となり、税

金費用を控除して当四半期の四半期純利益は4億96百万円（前年同期比6.1%減）となっております。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

日本では液晶デバイスを中心に売上高は132億21百万円(前年同期比26.5%減)となりました。また、アジアにおいては海外子会社による液

晶モジュールの売上を中心として売上高は243億55百万円(前年同期比11.7%増)となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の連結総資産は、358億37百万円（前連結会計年度末対比39億46百万円、9.9%の減少）となりました。 

資産では、受取手形及び売掛金163億49百万円を中心とする流動資産が320億2百万円で、総資産の89.3%を占め、固定資産38億35百万円が残

りの10.7%を占めています。 

一方、負債合計129億44百万円(前連結会計年度末対比42億83百万円、24.9%の減少)のうちでは支払手形及び買掛金63億76百万円と短期借入

金45億37百万円がその主なものとなっています。 

純資産の部では、純資産合計は228億93百万円、前連結会計年度末対比3億36百万円、1.5%の増加となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間の業績予想については平成23年10月20日付けで業績予想の修正を公表しております。平成24年3月期通期連結業績予

想については、今後の経済情勢、景気情勢に不透明な面もあるため、平成23年5月16日の決算短信にて公表した「平成24年3月期の連結業績予

想」からの変更はありません。 

２．サマリー情報（その他）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。 
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,211 8,450

受取手形及び売掛金 17,580 16,349

商品及び製品 7,798 6,897

仕掛品 5 2

原材料 41 22

その他 362 304

貸倒引当金 △23 △24

流動資産合計 35,976 32,002

固定資産   

有形固定資産 1,896 1,856

無形固定資産 112 153

投資その他の資産   

その他 1,923 1,857

貸倒引当金 △124 △32

投資その他の資産合計 1,798 1,824

固定資産合計 3,808 3,835

資産合計 39,784 35,837

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,330 6,376

短期借入金 4,332 4,537

1年内償還予定の社債 620 310

未払法人税等 160 67

賞与引当金 162 155

役員賞与引当金 33 14

その他 383 315

流動負債合計 16,023 11,776

固定負債   

退職給付引当金 405 338

資産除去債務 6 6

負ののれん 375 343

その他 418 480

固定負債合計 1,204 1,168

負債合計 17,228 12,944
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,086 3,086

資本剰余金 3,126 3,126

利益剰余金 17,841 18,208

自己株式 △571 △571

株主資本合計 23,483 23,850

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 251 246

為替換算調整勘定 △1,179 △1,203

その他の包括利益累計額合計 △927 △957

純資産合計 22,556 22,893

負債純資産合計 39,784 35,837
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 39,804 37,576

売上原価 36,923 35,094

売上総利益 2,881 2,482

販売費及び一般管理費 1,771 1,800

営業利益 1,109 681

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 9 16

仕入割引 33 33

負ののれん償却額 31 31

その他 16 6

営業外収益合計 93 92

営業外費用   

支払利息 29 23

為替差損 143 145

その他 15 11

営業外費用合計 188 180

経常利益 1,014 593

特別利益   

償却債権取立益 6 －

固定資産売却益 0 5

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 9 5

特別損失   

固定資産売却損 7 －

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 287 18

減損損失 － 3

会員権売却損 0 －

貸倒引当金繰入額 2 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14 －

事業所閉鎖損失 － 10

特別損失合計 312 33

税金等調整前四半期純利益 711 565

法人税、住民税及び事業税 90 74

法人税等調整額 92 △5

法人税等合計 183 69

少数株主損益調整前四半期純利益 528 496

四半期純利益 528 496
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 528 496

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △108 △5

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △152 △24

その他の包括利益合計 △262 △29

四半期包括利益 265 466

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 265 466
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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）セグメント情報等 

   （セグメント情報） 

Ⅰ 前第2 四半期連結累計期間（自 平成22 年４月１日 至 平成22 年９月30 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 

 
日本 アジア 計 

調整額 

(注)１ 

四半期連結損益計

算書計上額 

(注)２ 

売上高      

外部顧客への売上高 17,999 21,804 39,804 - 39,804

セグメント間の内部売上高又は振替

高 
4,775 374 5,150 △5,150 -

計 22,775 22,178 44,954 △5,150 39,804

セグメント利益 678 383 1,062 46 1,109

   （注）１ セグメント利益の調整額46 百万円は、主にセグメント間取引の消去によるものであります。 

        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。 

      

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

     該当事項はありません。 

 

Ⅱ 当第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） 

      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 

 
日本 アジア 計 

調整額 

(注)１ 

四半期連結損益計

算書計上額 

(注)２ 

売上高      

外部顧客への売上高 13,221 24,355 37,576 - 37,576

セグメント間の内部売上高又は振替

高 
3,211 522 3,733 △3,733 -

計 16,432 24,877 41,309 △3,733 37,576

セグメント利益 175 484 660 21 681

   （注）１ セグメント利益の調整額21 百万円は、主にセグメント間取引の消去によるものであります。 

        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。 

      

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

     該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（６）重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

(株)ｴｸｾﾙ(7591)　平成24年3月期　第2四半期決算短信 
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