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

24年3月期第3四半期 26,810 △5.3 473 △58.2 42 △92.0 △245 ―
23年3月期第3四半期 28,304 23.3 1,131 58.6 537 ― 134 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △853百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,011百万円 （―％）

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3四半期 △5.92 ―
23年3月期第3四半期 3.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 55,021 30,535 49.5
23年3月期 57,507 32,276 50.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  27,213百万円 23年3月期  28,777百万円

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  
当社は定款において期末日を基準日と定めておりますが、平成24年３月期の期末配当予想額につきましては、未定であります。 

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ― 3.00 ―
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  ：  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

通期 34,500 △9.2 350 △75.4 △350 ― △610 ― △14.71



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料２ページ「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」をご覧ください。 

(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２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方 
法等の変更の有無となります。 

(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。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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他

新規 1社 （社名） DAISHINKU(THAILAND)CO.,LTD. 、 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3Q 45,246,212 株 23年3月期 45,246,212 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,789,835 株 23年3月期 3,783,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 41,458,290 株 23年3月期3Q 41,474,866 株
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（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（2011年4月1日から12月31日までの9ヶ月間）における我が国経済は、東日本大震

災の影響により生産や輸出が減少し、サプライチェーンが混乱する中でスタートしました。その後、企業の生産

活動は回復しているものの、急激な円高/ドル安の影響など先行きは不透明な状況が継続しています。米国では

個人消費の増加や設備投資の伸びなどにより緩やかな回復が続きましたが、欧州におきましては財政問題が顕在

化して景気減速が鮮明になりました。また、これまで堅調に推移しておりました中国を中心とするアジア経済に

も鈍化の兆しが見られ、タイの洪水影響によりサプライチェーンは混乱しました。 

 このような環境のなか、当社の主要マーケットであるスマートフォンなどの高機能な携帯電話市場、およびカ

ーエレクトロニクス市場での販売は前年を上回りましたが、AV機器やコンピュータ市場への販売が減少した結

果、当第３四半期連結累計期間の売上高は26,810百万円（前年同期比5.3%減）となりました。売上減少に加え、

為替相場の円高/ドル安の進行により、営業利益は473百万円（前年同期比58.2%減）となりました。また、営業

外費用に為替差損を284百万円計上した結果、経常利益は42百万円（前年同期比92.0%減）、四半期純損失は245

百万円（前年同四半期連結累計期間は四半期純利益134百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して2,486百万円減少し、55,021百万円となりまし

た。これは主に有形固定資産が減少したことなどによるものであります。 

 負債合計は、前期末に比べ744百万円減少し、24,486百万円となりました。これは主に長期未払金の減少など

によるものであります。 

 純資産合計は、前期末に比べ1,741百万円減少し、30,535百万円となりました。主に利益剰余金が減少したた

め、純資産が減少しております。 

 自己資本比率は、前期末に比べ0.5ポイント減少し、49.5％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月28日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。なお、当該予想数値の修正に

関する内容につきましては、本日（平成24年２月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結会計期間より、当社の非連結子会社であったDAISHINKU(THAILAND)CO.,LTD.は重要性が増し

たことにより、連結の範囲に含めております。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、主に当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更） 

 従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった天津大真空有限公司、加高電子股份有限公司、加高電子

（深圳）有限公司、HARMONY ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD及び加高電子（蘇州）有限公司については、同日現

在の財務諸表を利用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について必要な調整を行っておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

 なお、決算期変更に伴う３ヶ月間の損益は、利益剰余金に計上しております。 

  

（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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,781,926 10,575,662

受取手形及び売掛金 9,870,982 8,291,950

有価証券 1,866,661 1,906,442

商品及び製品 2,592,406 3,074,940

仕掛品 3,206,088 2,965,550

原材料及び貯蔵品 2,264,342 2,047,996

繰延税金資産 42,256 27,475

その他 1,449,160 1,181,945

貸倒引当金 △62,019 △31,652

流動資産合計 31,011,804 30,040,312

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,901,703 4,598,350

機械装置及び運搬具（純額） 11,960,768 10,899,143

工具、器具及び備品（純額） 1,190,991 1,020,112

土地 5,628,613 5,589,095

建設仮勘定 747,948 1,189,954

有形固定資産合計 24,430,027 23,296,656

無形固定資産   

のれん 166,845 107,641

その他 157,456 148,860

無形固定資産合計 324,302 256,501

投資その他の資産   

投資有価証券 1,187,349 965,371

長期貸付金 7,505 6,437

繰延税金資産 29,516 28,976

その他 635,150 545,142

貸倒引当金 △117,661 △117,660

投資その他の資産合計 1,741,860 1,428,268

固定資産合計 26,496,190 24,981,425

資産合計 57,507,994 55,021,737



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,092,122 2,653,954

短期借入金 4,167,187 2,974,469

1年内返済予定の長期借入金 3,089,033 3,816,298

未払金 1,279,670 1,296,129

未払法人税等 215,010 120,883

繰延税金負債 5,077 3,344

賞与引当金 512,757 154,866

役員賞与引当金 10,000 11,250

その他 862,933 717,175

流動負債合計 12,233,793 11,748,371

固定負債   

長期借入金 9,706,504 10,051,850

繰延税金負債 514,172 434,496

退職給付引当金 1,579,442 1,611,214

長期未払金 1,092,682 542,260

資産除去債務 23,974 24,267

その他 81,017 74,227

固定負債合計 12,997,792 12,738,318

負債合計 25,231,585 24,486,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,344,883 19,344,883

資本剰余金 12,413,615 12,413,466

利益剰余金 812,411 △188,489

自己株式 △1,518,345 △1,520,835

株主資本合計 31,052,565 30,049,025

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △114,869 △204,603

為替換算調整勘定 △2,160,672 △2,630,516

その他の包括利益累計額合計 △2,275,541 △2,835,119

少数株主持分 3,499,384 3,321,141

純資産合計 32,276,408 30,535,047

負債純資産合計 57,507,994 55,021,737



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 28,304,101 26,810,849

売上原価 22,374,959 21,738,656

売上総利益 5,929,142 5,072,193

販売費及び一般管理費 4,797,525 4,598,735

営業利益 1,131,617 473,457

営業外収益   

受取利息 12,256 20,797

受取配当金 23,401 25,476

補助金収入 251,700 81,409

その他 179,198 112,086

営業外収益合計 466,556 239,770

営業外費用   

支払利息 298,806 269,993

為替差損 652,082 284,134

その他 110,056 116,212

営業外費用合計 1,060,945 670,340

経常利益 537,228 42,887

特別利益   

固定資産売却益 10,533 7,178

減損損失戻入益 116,334 39,589

貸倒引当金戻入額 10,136 －

特別利益合計 137,004 46,768

特別損失   

固定資産売却損 2,264 6

固定資産除却損 13,824 14,183

投資有価証券評価損 － 106,845

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,191 －

持分変動損失 26,479 －

その他 1,526 －

特別損失合計 54,285 121,036

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（△）

619,947 △31,380

法人税、住民税及び事業税 272,826 179,178

法人税等調整額 △36,804 △72,855

法人税等合計 236,021 106,323

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（△）

383,925 △137,703

少数株主利益 249,154 107,740

四半期純利益又は四半期純損失（△） 134,770 △245,444



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

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（△）

383,925 △137,703

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △130,154 △89,734

為替換算調整勘定 △1,265,054 △626,016

その他の包括利益合計 △1,395,209 △715,750

四半期包括利益 △1,011,283 △853,454

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,046,700 △805,022

少数株主に係る四半期包括利益 35,416 △48,431



 該当事項はありません。   

   

〔セグメント情報〕  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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：千円）

（注）１. セグメント利益（営業利益）の調整額△38,270千円には、セグメント間取引消去96,877千円、のれん

の償却額△61,312千円、その他の調整額△73,835千円が含まれております。 

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。 

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ  

(3）アジア……インドネシア、シンガポール  

  

Ⅱ 当第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） 

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：千円）

（注）１. セグメント利益（営業利益）の調整額79,065千円には、セグメント間取引消去151,386千円、のれんの

償却額△55,003千円、その他の調整額△17,318千円が含まれております。 

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。 

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2) 欧州………ドイツ  

(3）アジア……インドネシア、シンガポール  

  

 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 日本 

  
北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国

  
台湾

  
アジア

（注）３ 計

売上高                                                 

外部顧客への

売上高 
 9,044,712  864,879 1,101,969 6,226,781 9,493,587 1,572,170  28,304,101  － 28,304,101

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 14,850,328  766 1,193 3,804,327 1,457,444 3,574,424  23,688,485  △23,688,485 －

計  23,895,040  865,646 1,103,163 10,031,109 10,951,031 5,146,595  51,992,587  △23,688,485 28,304,101

セグメント利益 

又は損失（△） 
 913,344  △42,027 7,703 △496,155 749,466 37,555  1,169,887  △38,270 1,131,617

   

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 日本 

  
北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国

  
台湾

  
アジア

（注）３ 計

売上高                                                 

外部顧客への

売上高 
 9,626,478  832,436 1,211,168 5,045,154 8,778,236 1,317,375  26,810,849  － 26,810,849

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 9,879,680  62,899 2,254 3,176,847 1,015,665 3,383,420  17,520,767  △17,520,767 －

計  19,506,159  895,335 1,213,422 8,222,001 9,793,901 4,700,796  44,331,617  △17,520,767 26,810,849

セグメント利益 

又は損失（△） 
 627,191  28,245 9,557 △627,171 224,610 131,957  394,392  79,065 473,457

（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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