
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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１四半期 50,375 6.7 1,659 △5.0 1,680 11.6 1,148 30.0
24年３月期第１四半期 47,202 2.9 1,747 53.6 1,506 19.9 883 12.8

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 1,401百万円( 94.7％) 24年３月期第１四半期 719百万円( 14.2％)

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１四半期 64.86 －
24年３月期第１四半期 49.91 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 114,215 63,710 54.8
24年３月期 110,979 62,724 55.4

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 62,573百万円 24年３月期 61,501百万円

２．配当の状況

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 － 20.00 － 20.00 40.00
25年３月期 －

25年３月期(予想) 20.00 － 20.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 98,000 0.8 3,300 △14.6 3,180 △2.2 2,060 31.5 116.36
通期 200,000 5.9 7,000 1.6 6,800 2.4 4,370 30.9 246.85

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

 
（注）   詳細は、添付資料の３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（２） 四半期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。 
  

   

 
（注）   第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な

場合」に該当しております。詳細は、添付資料の３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の

変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

  
  

   

   

 

 
  

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 18,110,252株 24年３月期 18,110,252株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 406,963株 24年３月期 406,963株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 17,703,289株 24年３月期１Ｑ 17,703,503株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中です。

※ 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、添付資料の３ページ「連結業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による落ち込みから急速に立ち

直った後、震災復興やエコカー購入支援などの政策効果により、回復傾向が持続しました。また、

震災の復旧・復興需要の本格化を受けて企業収益が改善されたことから、設備投資は緩やかな持ち

直しがみられました。一方で、欧州経済の景気低迷を始めとした海外経済の増勢鈍化により、輸出

は減少傾向となりました。個人消費は、震災後の消費マインド低下が回復し、サービス消費に持ち

直しの動きがみられたほか、エコカー購入支援策による自動車販売の増加を受けるなど、堅調に推

移しました。 

 

当社の属するエレクトロニクス産業におきましては、スマートフォンやタブレットパソコンなど

のモバイルコンピューティング関連が引き続き牽引し、携帯電話市場、コンピュータ市場は好調に

推移しました。民生機器市場は、地上デジタル放送への移行に伴った駆け込み需要の反動により薄

型テレビは低調に推移したものの、タイ洪水の影響を受けたデジタル・スチル・カメラにおきまし

ては、サプライチェーンの復旧により回復傾向となりました。自動車は、震災やタイ洪水の影響か

ら回復し、加えて国内のエコカー補助金やエコカー減税の政策効果を背景に、堅調に推移しました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は50,375百万円（前年同四半期比6.7％増）、営

業利益は1,659百万円（前年同四半期比5.0％減）、また経常利益は1,680百万円（前年同四半期比

11.6％増）、四半期純利益は1,148百万円（前年同四半期比30.0％増）となりました。 

 

   セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

  (集積回路及び電子デバイスその他事業) 

当事業におきましては、スマートフォンの需要拡大により、同端末向けASSPが好調に推移しまし

た。通信インフラ市場は、PLDやASSPがLTE基地局向けに順調な立ち上がりをみせ堅調に推移したも

のの、光伝送装置向けは海外市場の低迷により減少しました。コンピュータ市場は、各PCメーカー

の生産調整の一巡化と需要回復に伴い、ノートブックパソコン向け電池パック用アナログICが堅調

に推移しました。民生機器市場は、デジタル・スチル・カメラ向けアナログICが震災やタイ洪水影

響の剥落を受け回復傾向となりました。車載市場は、震災やタイ洪水からの回復や政策効果により、

堅調に推移しました。一方、産業機器市場は、震災後の駆け込み受注からの在庫調整が一巡したも

のの、中国をはじめとした海外景気の鈍化を背景に本格回復には至らず、PLD、アナログICなどが低

調に推移しました。これらの結果、同事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は46,461百万円

（前年同四半期比5.1％増）、営業利益は1,190百万円（前年同四半期比20.5％減）となりました。 

 

  (ネットワーク事業) 

当事業におきましては、スマートフォンの普及による通信量増加に伴った通信設備の増強により、

同設備向けスイッチボードが好調を持続しました。また、サイバー攻撃などセキュリティリスクへ

の注目が高まる中、官公庁や製造業を中心とした大手企業などへセキュリティ関連機器の大型案件

が増加するなど、全体的に好調に推移しました。これらの結果、同事業の当第１四半期連結累計期

間の売上高は3,918百万円（前年同四半期比31.0％増）、営業利益は510百万円（前年同四半期比

51.2％増）となりました。 

 

   (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,235百万円増加して、純資産は985

百万円増加し、自己資本比率は54.8％となりました。 

キャッシュ・フローの状況に関しましては、税金等調整前四半期純利益1,814百万円及び仕入債務

の増加等の増加要因があったものの、たな卸資産の増加等の減少要因があったことにより、営業活

動によるキャッシュ・フローは3,957百万円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシ

ュ・フローは154百万円の減少となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返

済及び配当金の支払を行ったことにより、2,322百万円の減少となりました。 

以上の結果により、当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ

6,695百万円減少し、17,526百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、欧州債務問題の深刻化、電力需給の逼迫など、依然不透明感の強

い状況が続くと予想されますが、当第１四半期連結累計期間の連結業績は堅調に推移していること

から、平成24年４月25日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

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) 

当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する方法を採用しております。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,222 17,526

受取手形及び売掛金 37,148 37,656

有価証券 616 348

商品 29,247 35,073

その他 5,815 9,248

貸倒引当金 △97 △99

流動資産合計 96,953 99,754

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,063 3,037

機械装置及び運搬具（純額） 19 23

土地 3,866 3,866

その他（純額） 981 1,003

有形固定資産合計 7,930 7,930

無形固定資産   

のれん 1,541 1,483

その他 965 873

無形固定資産合計 2,506 2,356

投資その他の資産   

投資有価証券 2,187 3,070

その他 1,502 1,194

貸倒引当金 △101 △90

投資その他の資産合計 3,588 4,174

固定資産合計 14,025 14,461

資産合計 110,979 114,215

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,055 25,693

短期借入金 4,000 2,000

未払法人税等 1,210 586

賞与引当金 1,279 712

役員賞与引当金 26 26

その他 8,725 9,525

流動負債合計 36,298 38,543

固定負債   

長期借入金 8,737 8,695

退職給付引当金 2,518 2,550

役員退職慰労引当金 420 425

その他 279 290

固定負債合計 11,956 11,962

負債合計 48,255 50,505
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,194 11,194

資本剰余金 19,476 19,476

利益剰余金 33,125 33,919

自己株式 △1,089 △1,089

株主資本合計 62,706 63,500

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 562 1,040

繰延ヘッジ損益 △330 20

為替換算調整勘定 △1,436 △1,987

その他の包括利益累計額合計 △1,204 △926

新株予約権 56 65

少数株主持分 1,165 1,070

純資産合計 62,724 63,710

負債純資産合計 110,979 114,215
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 47,202 50,375

売上原価 40,192 43,296

売上総利益 7,010 7,078

販売費及び一般管理費 5,263 5,418

営業利益 1,747 1,659

営業外収益   

受取利息 7 13

為替差益 － 57

その他 77 30

営業外収益合計 84 101

営業外費用   

支払利息 61 18

債権譲渡損 45 47

その他 218 14

営業外費用合計 326 80

経常利益 1,506 1,680

特別利益   

投資有価証券売却益 － 176

特別利益合計 － 176

特別損失   

関係会社株式売却損 － 41

その他 20 0

特別損失合計 20 42

税金等調整前四半期純利益 1,485 1,814

法人税、住民税及び事業税 584 638

法人税等合計 584 638

少数株主損益調整前四半期純利益 901 1,176

少数株主利益 18 28

四半期純利益 883 1,148
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 901 1,176

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14 478

繰延ヘッジ損益 127 350

為替換算調整勘定 △324 △604

その他の包括利益合計 △182 224

四半期包括利益 719 1,401

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 713 1,426

少数株主に係る四半期包括利益 6 △24
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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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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利益 1,485 1,814

減価償却費 282 287

受取利息及び受取配当金 △7 △13

支払利息 61 18

売上債権の増減額（△は増加） △343 △816

たな卸資産の増減額（△は増加） 897 △6,074

仕入債務の増減額（△は減少） 5,293 4,717

その他 △400 △2,918

小計 7,268 △2,984

利息及び配当金の受取額 11 10

利息の支払額 △98 △17

法人税等の支払額 △1,315 △966

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,866 △3,957

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △198 －

有価証券の売却による収入 － 244

貸付けによる支出 △50 △714

貸付金の回収による収入 57 586

有形固定資産の取得による支出 △113 △227

無形固定資産の取得による支出 △65 △30

投資有価証券の売却による収入 10 15

関係会社株式の取得による支出 △100 △24

その他 4 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △454 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △2,000

配当金の支払額 △259 △338

その他 △28 16

財務活動によるキャッシュ・フロー △287 △2,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 △231 △260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,893 △6,695

現金及び現金同等物の期首残高 11,910 24,222

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 66 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,870 17,526

㈱マクニカ（7631）　平成25年３月期　第１四半期決算短信 

－8－



（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報等 

【セグメント情報】 

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 

   前第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） 
（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 合計 
集積回路及び電子 

デバイスその他事業 
ネットワーク 

事業 
計 

売上高      

  外部顧客への売上高 44,211 2,991 47,202 － 47,202 

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

－ 0 0 － 0 

計 44,211 2,992 47,203 － 47,203 

セグメント利益 1,497 337 1,835 － 1,835 

 

   当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 合計 
集積回路及び電子 

デバイスその他事業 
ネットワーク 

事業 
計 

売上高      

  外部顧客への売上高 46,461 3,913 50,375 － 50,375 

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

－ 4 4 － 4 

計 46,461 3,918 50,380 － 50,380 

セグメント利益 1,190 510 1,701 － 1,701 
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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) 

   前第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） 

（単位：百万円） 

利益 金額 

報告セグメント計 1,835 

セグメント間取引消去 33 

全社費用(注) △120 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,747 

 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

   当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 
（単位：百万円） 

利益 金額 

報告セグメント計 1,701 

セグメント間取引消去 46 

全社費用(注) △88 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,659 

 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、法人税法の改

正に伴い、当第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たため、報告セグメントの減価償却

の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

当該変更によるセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

 

（６）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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