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  （百万円未満切捨て）

（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  6,940  4.7  690  58.0  724  64.8  425  72.9

24年３月期第１四半期  6,626  0.4  436 △19.4  439  △14.8  246 △14.9

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 393百万円（ ％） 55.2   24年３月期第１四半期 253百万円 （ ％） △0.0

  
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  35.48 －

24年３月期第１四半期  20.51 －

  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  36,273  27,494  75.8  2,291.27

24年３月期  36,296  27,221  75.0  2,268.49

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 27,494百万円   24年３月期 27,221百万円 

  
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  － 10.00 － 10.00  20.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   10.00 － 10.00  20.00

（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）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  13,662  △3.5  997 △14.8  1,010 △17.3  502  △25.3  41.80

通期  27,505  5.4  1,993  70.9  2,020 △7.0  1,017  △6.7  84.75

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  
  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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                      ： 有

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

詳細は、２ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 12,000,000株 24年３月期 12,000,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 314株 24年３月期 314株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 11,999,686株 24年３月期１Ｑ 11,999,689株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。

 業績等の予想数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、

たぶんに不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況等の変化などにより、この資料に記載

されている予想と大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。
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（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、東日本大震災の発生から１年が経過し、その復興需要等を背

景に景気はゆるやかな回復基調との見方があるものの、電力の安定供給の懸念や、欧州債務問題の再燃を原因とし

た世界経済の不透明感から円高が長期化するなど、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループの属する電子部品業界におきましては、大手の電気機器メーカー・部品メーカーにおける再編の動

きや、生産拠点の海外シフトが加速するなどの不安定要素を含みながらも、多機能携帯端末（スマートフォン、タ

ブレット）や自動車関連部品がけん引役となって、生産活動に上昇が見られました。 

このような情勢のなかで、当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結売上高は6,940百万円（前年同期比

313百万円増、4.7％増）、営業利益は690百万円（前年同期比253百万円増、58.0％増）、経常利益は724百万円

（前年同期比284百万円増、64.8％増）、四半期純利益は425百万円（前年同期比179百万円増、72.9％増）とな

り、震災の影響の大きかった前年同期に比べていずれも上回りました。 

当社グループの製品の種類別区分ごとの業績でありますが、集積回路は、光ピックアップ用受光素子やＬＥＤな

どの光学関連部品を含め受注が堅調に推移したことにより、売上高は5,859百万円（前年同期比325百万円増、

5.9％増）となりました。機能部品は、特定用途向けセンサーの受注が堅調に推移したものの、サーマルプリント

ヘッドの受注が伸び悩んだため、売上高は760百万円（前年同期比52百万円減、6.4％減）となりました。受動部品

につきましては、チップネットワーク抵抗器の受注が堅調に推移したため、売上高は279百万円（前年同期23百万

円増、9.2％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１四半期連結会計期間末の資産の部につきましては、前第４四半期から当第１四半期にかけて売上高が増加

したことに伴い売上債権が増加したものの、投資金額を上回る減価償却の進行による固定資産の減少、設備投資の

支払による現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末比23百万円の減少となりました。負債の部につきまし

ても、原材料仕入高の増加に伴い仕入債務が増加したものの、未払法人税等や賞与引当金の減少等により、前連結

会計年度末比296百万円の減少となりました。これらの結果、純資産の部は前連結会計年度末比273百万円の増加と

なり、自己資本比率は75.8％と0.8ポイント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 

平成25年３月期の業績予想につきましては、現時点では、平成24年５月11日の決算短信で発表しました業績予想

から変更はございません。 

表示方法の変更 

（作業屑売却益の会計処理の変更） 

作業屑売却益は、従来、営業外収益に計上しておりましたが、今後、貴金属価格の高騰や生産量の増加に伴い作

業屑売却益の増加が見込まれること等により、作業屑売却益を製品の種類別区分ごとに把握して予算管理を実施す

る体制を構築したことを機に、当第１四半期連結会計期間より売上高に計上する方法に変更しました。 

また、この変更に伴い、作業屑売却益に係る債権は、未収入金に計上する方法から売掛金に計上する方法に変更

しました。 

当該会計方針の変更は遡及適用され、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。 

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結累計期間の売上高は23,062千円増加し、売上総利益お

よび営業利益もそれぞれ同額増加しております。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」

の「受取手形及び売掛金」7,077,452千円と「その他」449,124千円は、「受取手形及び売掛金」7,090,348千円と

「その他」436,229千円として組み替えております。さらに、前第１四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・

フロー計算書において、「売上債権の増減額」90,281千円と「その他の資産の増減額」12,295千円は、「売上債権

の増減額」99,131千円と「その他の資産の増減額」3,445千円として組み替えております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

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 12,111,146 11,964,793

受取手形及び売掛金 7,090,348 7,854,588

商品及び製品 26,980 33,621

仕掛品 432,606 478,111

原材料及び貯蔵品 830,491 900,482

前払費用 36,568 33,666

繰延税金資産 281,023 103,947

その他 436,229 171,837

流動資産合計 21,245,394 21,541,046

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,768,826 12,794,601

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,750,194 △6,922,704

建物及び構築物（純額） 6,018,631 5,871,897

機械装置及び運搬具 23,941,369 23,842,205

減価償却累計額及び減損損失累計額 △21,905,386 △21,949,875

機械装置及び運搬具（純額） 2,035,982 1,892,330

工具、器具及び備品 4,849,453 4,888,305

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,565,826 △4,606,311

工具、器具及び備品（純額） 283,626 281,993

土地 2,926,463 2,926,463

リース資産 299,707 296,474

減価償却累計額及び減損損失累計額 △120,290 △130,703

リース資産（純額） 179,417 165,770

建設仮勘定 109,035 158,707

有形固定資産合計 11,553,156 11,297,163

無形固定資産   

のれん 56,353 54,005

その他 99,459 88,373

無形固定資産合計 155,812 142,378

投資その他の資産   

投資有価証券 2,078,587 2,025,726

前払年金費用 439,757 410,669

繰延税金資産 380,343 404,369

その他 443,354 451,991

投資その他の資産合計 3,342,043 3,292,757

固定資産合計 15,051,012 14,732,299

資産合計 36,296,406 36,273,346
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（単位：千円）

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 2,846,330 3,280,548

短期借入金 1,190,000 1,475,000

1年内返済予定の長期借入金 644,400 644,400

リース債務 55,816 53,017

未払金 1,110,656 1,185,979

未払法人税等 488,063 130,686

賞与引当金 434,483 113,042

その他 1,158,036 920,643

流動負債合計 7,927,786 7,803,317

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 289,000 127,900

リース債務 123,600 112,753

役員退職慰労引当金 433,608 433,608

その他 1,218 1,218

固定負債合計 1,147,428 975,480

負債合計 9,075,215 8,778,797

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,545,500 4,545,500

資本剰余金 5,790,950 5,790,950

利益剰余金 16,929,779 17,235,533

自己株式 △442 △442

株主資本合計 27,265,786 27,571,540

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △44,595 △76,992

その他の包括利益累計額合計 △44,595 △76,992

純資産合計 27,221,191 27,494,548

負債純資産合計 36,296,406 36,273,346
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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：千円）

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 6,626,677 6,940,142

売上原価 5,547,113 5,591,492

売上総利益 1,079,564 1,348,649

販売費及び一般管理費 642,890 658,587

営業利益 436,673 690,062

営業外収益   

受取利息 257 250

受取配当金 2,048 1,868

受取技術料 33,942 50,726

持分法による投資利益 6,195 27,873

その他 14,216 24,830

営業外収益合計 56,661 105,549

営業外費用   

支払利息 8,382 6,974

為替差損 33,870 52,115

その他 11,635 12,246

営業外費用合計 53,888 71,337

経常利益 439,446 724,274

特別損失   

固定資産除却損 2,487 5,106

投資有価証券評価損 12,648 －

特別損失合計 15,136 5,106

税金等調整前四半期純利益 424,310 719,168

法人税、住民税及び事業税 4,141 122,630

法人税等調整額 173,936 170,786

法人税等合計 178,078 293,417

少数株主損益調整前四半期純利益 246,231 425,750

四半期純利益 246,231 425,750
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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：千円）

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 246,231 425,750

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,206 △32,397

その他の包括利益合計 7,206 △32,397

四半期包括利益 253,437 393,353

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 253,437 393,353

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 424,310 719,168

減価償却費 536,159 441,727

その他の償却額 12,101 13,167

のれん償却額 2,348 2,348

固定資産除却損 2,487 5,106

賞与引当金の増減額（△は減少） △288,130 △321,441

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,159 －

受取利息及び受取配当金 △2,306 △2,119

支払利息 8,382 6,974

為替差損益（△は益） 33,430 51,863

保険解約損益（△は益） 3,758 －

投資有価証券評価損益（△は益） 12,648 －

持分法による投資損益（△は益） △6,195 △27,873

売上債権の増減額（△は増加） 99,131 △764,239

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,097 △122,136

その他の資産の増減額（△は増加） 3,445 341,291

仕入債務の増減額（△は減少） 273,783 434,217

その他の負債の増減額（△は減少） △89,749 △85,755

小計 961,349 692,298

利息及び配当金の受取額 2,097 1,909

利息の支払額 △8,132 △6,910

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △873,462 △464,813

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,852 222,484

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △244,785 △308,463

無形固定資産の取得による支出 △3,560 △2,420

差入保証金の回収による収入 124 －

その他の支出 △9,992 △9,993

投資活動によるキャッシュ・フロー △258,214 △320,877

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 570,000 570,000

短期借入金の返済による支出 △285,000 △285,000

長期借入金の返済による支出 △184,472 △161,100

自己株式の取得による支出 △16 －

配当金の支払額 △119,996 △119,996

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,485 3,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,430 △51,863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △229,277 △146,353

現金及び現金同等物の期首残高 9,551,904 12,111,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,322,627 11,964,793
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

該当事項はありません。 

生産、受注および販売の状況 

当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売状況については製品の種

類別区分ごとに記載しております。 

（1）生産実績 

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（2）受注状況 

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（3）販売実績 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象

４．補足情報

製品の種類別区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

集積回路  6,026,344  109.7

機能部品  828,773  96.7

受動部品  249,078  89.8

その他  －  －

合計  7,104,197  107.2

製品の種類別区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

集積回路  5,966,467  109.5  632,985  93.3

機能部品  687,042  79.0  353,061  58.5

受動部品  269,777  108.1  28,071  76.0

その他  40,669  169.2  －  －

合計  6,963,956  105.7  1,014,117  76.9

製品の種類別区分 金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

集積回路  5,859,363  84.4  105.9

機能部品  760,664  11.0  93.6

受動部品  279,444  4.0  109.2

その他  40,669  0.6  169.2

合計  6,940,142  100.0  104.7
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