
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

       

 

 
(％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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四半期報告書提出予定日 平成24年８月10日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(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 27,543 10.0 490 △5.3 586 △3.9 203 172.1
24年３月期第１四半期 25,033 15.0 517 △74.1 611 △69.7 74 △93.8

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △387百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △276百万円( ―％)

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

25年３月期第１四半期 8.74 ―
24年３月期第１四半期 3.21 ―

（２）連結財政状態

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

25年３月期第１四半期 74,171 34,360 43.6 1,384.79

24年３月期 70,050 34,973 47.2 1,416.81

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 32,305百万円 24年３月期 33,052百万円

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 ― 15.00 ― 10.00 25.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 10.00 ― 15.00 25.00

(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) 61,000 17.1 1,300 160.3 1,500 146.0 700 ― 30.01
通期 148,000 23.7 6,200 241.3 6,200 201.0 3,000 167.1 128.60

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

     

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 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 ： 無

（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 ： 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

（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 23,506,015株 24年３月期 23,506,015株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 176,982株 24年３月期 176,982株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 23,329,033株 24年３月期１Ｑ 23,329,033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が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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（平成 24 年４月 1 日～平成 24 年６月 30 日）における世界経済は、ギ
リシャの政治的混乱やスペインの財政不安を受けた欧州債務問題、また安定的な軌道になかなか乗れ
ない米国経済や中国をはじめとするアジア経済の成長鈍化等により、先行き不透明な状況が続きまし
た。わが国経済は、取巻く環境は依然厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景に緩やかながらも
回復いたしました。 

当社グループの属する電子機器・電子部品業界におきましては、東日本大震災やタイの洪水の影響
が薄れ始める中、スマートフォンや車載関連機器を中心に緩やかながらも回復基調に転じてきました。
一方で、薄型テレビ向け等のＡＶ機器関連は引き続き低調に推移し、円高の継続や欧州債務危機の世
界経済への影響等、予断を許さない状況が続いております。 

このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、当社の主力製品の受注に増減
があったものの、ほぼ期初の計画通りに推移し、27,543 百万円（前年同期比 10.0％増）となりまし
た。利益面につきましても、ほぼ期初の計画通り推移いたしましたが、新機種の立ち上げに備えた先
行投資が増加した結果、連結営業利益は、490 百万円(前年同期比 5.3％減)、連結経常利益は 586 百
万円（前年同期比 3.9％減）、連結四半期純利益は 203 百万円（前年同期比 172.1％増）となりました。 

 
 
セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 
 
[音響部品・製品事業] 
 薄型テレビ用スピーカ・スピーカシステムは需要が激減し受注減となる一方、アフターマーケット
向けオーディオ用ヘッドホン、モバイル機器用ドックスピーカが大幅に伸びました。 

その結果、当事業年度の売上高は 7,108 百万円（前年同期比 14.5％増）となりました。 
 
[自動車用部品・製品事業] 
 自動車生産及び販売台数は、北米地域が引き続き好調に推移したことに加え、国内におきましても
東日本大震災やタイの洪水の影響から回復し、車載用スピーカ・スピーカシステム等の生産は大幅に
伸びました。 
 その結果、当事業の売上高は 8,875 百万円（前年同期比 34.4％増）となりました。 
 
[情報、通信機器用部品・製品事業] 
 携帯電話用ヘッドセット等の生産、出荷は、当社の主力製品が端境期となり前年を下回った結果、
当事業の売上高は 11,151 百万円（前年同期比 5.5％減）となりました。 
 
[その他] 
 「フォステクス」ブランドの製品等の売上高は 407 百万円（前年同期比 2.8％減）となりました。 
 

 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は主にたな卸資産の増加により前連結会計年度末に比べ 4,121 百万円増加して 74,171 百万
円となりました。負債は主に借入金の増加により前連結会計年度末に比べ 4,734 百万円増加して
39,811 百万円となりました。純資産は、為替換算調整勘定（借方残高）の増加等により前連結会計年
度末に比べ 612 百万円減少して 34,360 百万円となりました。また自己資本比率は前連結会計年度末
比 3.6 ポイント減の 43.6%になりました。 
（キャッシュ・フローについて） 
当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、以下に記載のキャッシュ・フローにより

5,420 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 182 百万円減少いたしました。 
  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の支出は、たな卸資産の増加等により 776 百万円となりました。 
  （投資活動によるキャッシュ･フロー） 

投資活動による資金の支出は、設備投資等により 4,100 百万円となりました。 
  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は、短期借入金の増加等により 4,427 百万円となりました。 
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（３） 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成 24 年５月２ 日公表の予想数値を修正い
たしました。詳細につきましては、本日（平成 24 年７月 27 日）別途開示しております「業績予想の
修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

なお業績予想の前提となる為替レートは、期初計画値１ＵＳドル 80 円を１ＵＳドル 75 円、１ユー
ロ 105 円を１ユーロ 95 円に見直しいたしております。 

 

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 6,173 6,456

受取手形及び売掛金 21,186 18,133

製品 9,206 10,809

原材料 5,891 6,022

仕掛品 993 2,602

貯蔵品 425 351

短期貸付金 68 59

未収入金 1,164 1,278

未収還付法人税等 925 924

立替金 － 1,359

前渡金 765 820

繰延税金資産 560 601

その他 954 1,098

貸倒引当金 △681 △671

流動資産合計 47,633 49,847

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,214 7,061

減価償却累計額 △2,576 △2,610

建物及び構築物（純額） 4,637 4,450

機械装置及び運搬具 15,346 15,960

減価償却累計額 △8,141 △8,082

機械装置及び運搬具（純額） 7,205 7,877

工具、器具及び備品 8,661 9,005

減価償却累計額 △6,734 △6,836

工具、器具及び備品（純額） 1,926 2,168

土地 922 932

建設仮勘定 2,769 4,314

有形固定資産合計 17,461 19,743

無形固定資産   

のれん 203 178

ソフトウエア 347 302

借地権 668 644

その他 107 108

無形固定資産合計 1,327 1,234

投資その他の資産   

投資有価証券 1,990 1,726

長期貸付金 48 36

長期前払費用 1,167 1,222

繰延税金資産 105 106

その他 326 264

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 3,628 3,347

固定資産合計 22,416 24,324

資産合計 70,050 74,171
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,347 10,317

短期借入金 16,461 19,501

1年内返済予定の長期借入金 285 556

未払金 2,987 3,236

未払法人税等 182 194

未払費用 1,312 1,331

繰延税金負債 0 166

賞与引当金 533 439

その他 462 606

流動負債合計 32,573 36,350

固定負債   

長期借入金 1,675 2,631

繰延税金負債 386 326

退職給付引当金 256 316

役員退職慰労引当金 63 60

その他 120 126

固定負債合計 2,503 3,460

負債合計 35,076 39,811

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,770 3,770

資本剰余金 6,372 6,372

利益剰余金 31,044 31,015

自己株式 △133 △133

株主資本合計 41,054 41,025

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 120 △48

為替換算調整勘定 △8,122 △8,671

その他の包括利益累計額合計 △8,001 △8,719

少数株主持分 1,920 2,054

純資産合計 34,973 34,360

負債純資産合計 70,050 74,171
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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 25,033 27,543

売上原価 22,045 24,018

売上総利益 2,987 3,524

販売費及び一般管理費 2,470 3,034

営業利益 517 490

営業外収益   

受取利息 15 25

受取配当金 16 14

為替差益 35 98

雑収入 76 53

営業外収益合計 145 192

営業外費用   

支払利息 38 65

雑損失 13 30

営業外費用合計 52 96

経常利益 611 586

特別利益   

国庫補助金 61 －

特別利益合計 61 －

特別損失   

有形固定資産除却損 2 －

特別損失合計 2 －

税金等調整前四半期純利益 669 586

法人税、住民税及び事業税 305 207

法人税等調整額 208 103

法人税等合計 514 310

少数株主損益調整前四半期純利益 155 275

少数株主利益 80 72

四半期純利益 74 203
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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 155 275

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 △168

為替換算調整勘定 △398 △494

その他の包括利益合計 △432 △663

四半期包括利益 △276 △387

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △396 △513

少数株主に係る四半期包括利益 120 126
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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 669 586

減価償却費 737 869

のれん償却額 24 24

前払年金費用の増減額（△は増加） △15 △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △153 △48

賞与引当金の増減額（△は減少） △212 △147

有形固定資産除却損 2 －

受取利息及び受取配当金 △32 △40

支払利息 38 65

為替差損益（△は益） △196 △184

売上債権の増減額（△は増加） 2,273 2,998

たな卸資産の増減額（△は増加） △400 △3,011

仕入債務の増減額（△は減少） 376 △276

未収入金の増減額（△は増加） △16 △83

立替金の増減額（△は増加） － △1,359

未払金の増減額（△は減少） △443 294

その他 382 △279

小計 3,066 △557

利息及び配当金の受取額 32 40

利息の支払額 △38 △65

法人税等の支払額 △2,179 △193

営業活動によるキャッシュ・フロー 880 △776

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △1,114 △3,533

有形固定資産の売却による収入 5 0

無形固定資産の取得による支出 △18 △12

定期預金の増減額（△は増加） △161 △416

短期貸付金の増減額（△は増加） 14 10

長期貸付けによる支出 △2 △0

長期貸付金の回収による収入 2 3

長期前払費用の取得による支出 △148 △169

その他 14 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,409 △4,100
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(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) 

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） 1,557 3,285

長期借入れによる収入 221 1,482

長期借入金の返済による支出 △27 △42

配当金の支払額 △653 △233

少数株主への配当金の支払額 △122 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー 975 4,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102 266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344 △182

現金及び現金同等物の期首残高 7,607 5,603

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,952 5,420
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（４）継続企業の前提に関する注記
　　　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）
　　　　　該当事項はありません。

（５）セグメント情報等

Ⅰ　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)
　 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

（注）１　セグメントの調整額△24百万円は、のれん償却額であります。
　　　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24年４月１日 至 平成24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

（注）１　セグメントの調整額△24百万円は、のれん償却額であります。
　　　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。

・各セグメントに属する主要製品・サービス

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　　　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）
　　　　　該当事項はありません。

オーディオ用及びテレビ用スピーカ並びにスピーカシステム、アンプ内蔵スピーカ、
ヘッドホン等

その他事業

自動車用部品・製品事業

情報、通信機器用部品・製品事業

車載用スピーカ及びスピーカシステム等

携帯電話用ヘッドセット及び小型スピーカ、業務用マイクロホン等

「フォステクス」ブランドの製品、物流サービス等

セ グ メ ン ト 

音響部品・製品事業

主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス

（単位：百万円）

（注）１

（注）２

　売上高
　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高
　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

計           7,108           8,875          11,151       407    27,543 -            27,543

セグメント利益又は損失
（△）             211             315            △56        44       514     △24         490

   27,543

              -               -               -         -         -

          7,108           8,875          11,151       407

報告セグメント

合計音響
部品・製品事業

自動車用
部品・製品事業

情報、通信機器用
部品・製品事業

その他事業

-       -          

四半期連結
損益計算書
計上額

調整額

     27,543-       

（単位：百万円）

（注）１

（注）２

　売上高
　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高
　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

計           6,208           6,605          11,800       419    25,033 -            25,033

セグメント利益又は損失
（△）           △390             111             734        86       542     △24         517

   25,033

              -               -               -         -         -

          6,208           6,605          11,800       419

報告セグメント

合計音響
部品・製品事業

自動車用
部品・製品事業

情報、通信機器用
部品・製品事業

その他事業

-       -          

四半期連結
損益計算書
計上額

調整額

     25,033-       
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