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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 29,022 △9.9 446 △69.5 △43 ― △692 ―
23年3月期第2四半期 32,200 18.3 1,462 ― 546 ― △671 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △4,840百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △4,613百万円 （―％）

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 △15.58 ―
23年3月期第2四半期 △15.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 138,672 125,814 87.3
23年3月期 144,142 131,581 87.5
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  121,081百万円 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  ：  有  
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 ― 12.00
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、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 58,500 △5.5 850 △62.4 400 △69.9 △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ますが、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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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2Q 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2Q 1,460,860 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2Q 44,426,069 株 23年3月期2Q 44,427,034 株
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（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世界経済は、欧州での金融不安、米国での失業率の高止まりなど景気の減速

感が強まりつつありますが、アジアを中心とする経済成長に支えられて景気は緩やかな回復が続いております。 

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にあるなかで、総じて回復傾向にあるもの

の、原発事故に伴う電力問題に加え、円高の長期化や海外景気の減速による景気の下振れ懸念があり、先行き不透

明な状況で推移しました。 

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

く復旧すると共に、全社をあげて節電への対応を積極的に進め、回復が予想される市場に対して柔軟な供給体制の

確保に努めました。また、模型用エンジンの一部製品につきまして、中国子会社への生産移管を進めるなど経営の

効率化に努めました。さらに、地球環境の保全と継続的な改善、内部統制や品質保証をはじめとする経営管理シス

テムの充実など積極的な経営活動を展開しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は290億２千２百万円(前年同期比9.9％減)となりました。

このうち海外売上高は、欧州・米国市場が総じて低調に推移したことから148億９千万円(前年同期比12.5％減)と

なり、国内売上高も東日本大震災などの影響により141億３千１百万円(前年同期比6.9％減)となりました。収益面

では、売上げ減少や鋼材価格の上昇などの影響から営業利益は４億４千６百万円(前年同期比69.5％減)となり、さ

らに、急激な為替変動などの影響を受け、経常損益は４千３百万円の損失(前年同期は経常利益５億４千６百万

円)、四半期純損益は６億９千２百万円の損失(前年同期は四半期純損失６億７千１百万円)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の影響に加え、海外・国内市場にお

ける車載用途が伸び悩み、売上げは前年同期を下回りました。 

蛍光表示管モジュールは、国内市場のＰＯＳ用途や米国における基板実装事業が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110億９千３百万円(前年同期比16.8％減)となりました。 

② 電子機器事業 

ホビー用ラジコン機器は、前期市場投入した「４ＰＬ－2.4Ｇ」や「８ＦＧ ｓｕｐｅｒ」をはじめ、今期市場投

入したカー用プロポのエントリーモデル「３ＰＲＫＡ」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。また、模型用エンジンにつきましても、ホビー用ラジコン機

器同様に個人消費の低迷により、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、トラッククレーン向けや半導体製造装置向け、農業関連向けなどのテレコントロール製

品が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37億２千８百万円(前年同期比8.6％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につきまして、海外では、韓国の携帯電話市場がスマ

ートフォンへの移行期にあり、前年同期並みに推移したものの、中国市場での東日本大震災の影響による部品供給

体制の混乱や携帯電話、デジタルカメラなどの輸出関連商品が不振であったことから、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モーター、レンズなど精密分野への営業強化を

進めたものの、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。 

省力機器は、主力のコネクタ市場向けが東日本大震災による設備投資抑制などの影響を受けたことから、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141億９千９百万円(前年同期比3.9％減)となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預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54億６千９百万円減少し1,386億７千２百万円となりました。 

負債は、退職給付引当金や支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ２億９千７百万円増

加し128億５千８百万円となりました。 

純資産は、為替換算調整勘定や利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ57億６千７百万円減少し

1,258億１千４百万円となりました。この結果、自己資本比率は87.3％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえ、平成23年８月５日の決算発表時の予想を修正

しております。 

詳細につきましては、平成23年11月７日に公表いたしました「業績予想の修正および為替差損(営業外費用)の計

上に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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) 

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) 

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２四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。 

  

(ＴＤＫマイクロディバイス株式会社の株式取得について) 

当社は、平成23年９月28日開催の取締役会において、当社関連会社であるＴＤＫマイクロディバイス株式会社につ

き、ＴＤＫ株式会社が保有する全株式を取得し完全子会社化することについて決議いたしました。 

(１) 株式取得の理由 

 ＴＤＫマイクロディバイス株式会社は、主に民生用途の小型有機ＥＬディスプレイの開発・製造を行ってお

り、昨今、シースルータイプの高精細有機ＥＬディスプレイの量産開始を発表するなど、その技術力は高く評価

されています。 

 一方、当社は、ディスプレイデバイス市場における蛍光表示管のトップメーカーとして、民生用途のみならず 

車載用途でも多くの実績を有しております。増大するお客様の幅広い要求にお応えするため、平成21年10月に

ＴＤＫマイクロディバイス株式会社と資本・業務提携を開始し、有機ＥＬディスプレイを製品群に加えること

で、今後ますます成長が期待できる車載用途への展開をはかってまいりました。 

 このような状況下、ＴＤＫマイクロディバイス株式会社の有機ＥＬ技術と、当社が蛍光表示管で培った薄膜加

工技術やＩＣ開発技術との融合をさらに加速し、両社一体となったよりスピーディーな製品の市場投入が必要不

可欠と判断し、株式取得を決議いたしました。 

(２) 株式取得の相手会社の名称 

ＴＤＫ株式会社 

(３) ＴＤＫマイクロディバイス株式会社の概要 

(４) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(５) 日程 

  

(持分法適用の範囲の変更) 

当第２四半期連結会計期間より、当社関連会社であるＴＤＫマイクロディバイス株式会社は重要性が増したため、

持分法適用の範囲に含めております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

① 名称 ＴＤＫマイクロディバイス株式会社 

② 所在地 茨城県北茨城市中郷町日棚644番55 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  本間 敏彦 

④ 事業内容 映像表示装置の製造及び販売等 

⑤ 資本金 100百万円 

① 異動前の所有株式数  4,150株  (所有割合：25％) 

② 取得株式数 12,450株  (取得価額：未定) 

③ 異動後の所有株式数 16,600株  (所有割合：100％) 

① 取締役会決議 平成23年９月28日 

② 株券引渡期日 平成24年４月１日(予定) 
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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 58,659 56,087

受取手形及び売掛金 16,724 16,196

有価証券 1,064 1,270

商品及び製品 4,093 4,059

仕掛品 2,306 2,388

原材料及び貯蔵品 5,187 5,223

その他 3,739 3,792

貸倒引当金 △191 △153

流動資産合計 91,583 88,865

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,049 11,809

機械装置及び運搬具（純額） 7,406 7,089

工具、器具及び備品（純額） 635 579

土地 15,470 15,300

リース資産（純額） 139 82

建設仮勘定 1,261 865

有形固定資産合計 36,964 35,726

無形固定資産 1,131 1,079

投資その他の資産   

投資有価証券 10,491 9,501

その他 4,120 3,653

貸倒引当金 △148 △154

投資その他の資産合計 14,463 13,000

固定資産合計 52,559 49,807

資産合計 144,142 138,672
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,513 4,671

短期借入金 21 34

未払費用 2,141 2,027

未払法人税等 358 245

賞与引当金 1,051 1,185

その他 1,578 1,434

流動負債合計 9,665 9,599

固定負債   

長期借入金 21 48

退職給付引当金 1,515 1,967

役員退職慰労引当金 27 25

その他 1,331 1,217

固定負債合計 2,895 3,259

負債合計 12,560 12,858

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 97,771

自己株式 △3,275 △3,275

株主資本合計 140,108 138,649

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △376 △763

為替換算調整勘定 △13,547 △16,803

その他の包括利益累計額合計 △13,923 △17,567

少数株主持分 5,396 4,732

純資産合計 131,581 125,814

負債純資産合計 144,142 138,672
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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 32,200 29,022

売上原価 24,271 22,590

売上総利益 7,928 6,431

販売費及び一般管理費 6,466 5,985

営業利益 1,462 446

営業外収益   

受取利息 215 184

作業くず売却益 82 105

その他 292 185

営業外収益合計 590 474

営業外費用   

為替差損 1,434 707

その他 71 257

営業外費用合計 1,506 964

経常利益又は経常損失（△） 546 △43

特別利益   

固定資産売却益 67 46

受取保険金 － 67

その他 54 0

特別利益合計 122 114

特別損失   

固定資産売却損 5 60

減損損失 523 59

災害による損失 0 39

その他 499 31

特別損失合計 1,029 191

税金等調整前四半期純損失（△） △361 △120

法人税、住民税及び事業税 336 282

法人税等調整額 △289 63

法人税等合計 46 345

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △407 △465

少数株主利益 263 226

四半期純損失（△） △671 △692
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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損失（△） △407 △465

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △365 △388

為替換算調整勘定 △3,839 △3,985

その他の包括利益合計 △4,205 △4,374

四半期包括利益 △4,613 △4,840

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,343 △4,337

少数株主に係る四半期包括利益 △270 △503
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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) 

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損失（△） △361 △120

減価償却費 1,915 1,716

減損損失 523 59

貸倒引当金の増減額（△は減少） △153 △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23 581

賞与引当金の増減額（△は減少） 384 135

受取利息及び受取配当金 △314 △274

受取保険金 － △67

為替差損益（△は益） 615 492

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △38 41

災害による損失 0 39

売上債権の増減額（△は増加） 42 170

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,143 △699

仕入債務の増減額（△は減少） 1,076 906

その他 674 △314

小計 3,250 2,651

利息及び配当金の受取額 278 222

利息の支払額 △6 △2

保険金の受取額 － 67

災害損失の支払額 △0 △57

役員退職功労加算金支払額 △377 －

法人税等の支払額 △372 △390

法人税等の還付額 107 54

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,879 2,545
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（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) 

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 △14,264 △18,447

定期預金の払戻による収入 8,726 20,082

有価証券の取得による支出 △27 △24

有価証券の売却及び償還による収入 188 91

有形固定資産の取得による支出 △1,382 △1,417

有形固定資産の売却による収入 101 144

投資有価証券の取得による支出 △288 △964

投資有価証券の売却及び償還による収入 482 236

貸付けによる支出 △1 △1

貸付金の回収による収入 140 12

その他 8 △89

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,314 △379

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △89 △18

配当金の支払額 △533 △533

少数株主への配当金の支払額 △122 △161

リース債務の返済による支出 △307 △140

その他 △38 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,091 △853

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,743 △1,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,270 △363

現金及び現金同等物の期首残高 46,346 35,574

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 134 256

現金及び現金同等物の四半期末残高 40,210 35,467
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 該当事項はありません。 

(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) 

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) 

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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  13,338  4,080  14,781  32,200  －  32,200

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  7  7  △7  －

計  13,338  4,080  14,789  32,208  △7  32,200

セグメント利益  514  378  569  1,462  △0  1,462

  

  

  

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  11,093  3,728  14,199  29,022  －  29,022

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1  －  0  1  △1  －

計  11,094  3,728  14,199  29,023  △1  29,022

セグメント利益又は 
損失(△) 

 △457  391  512  446  －  446

（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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