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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） 

 

(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 ％

25年3月期第1四半期 6,636 △20.2 △240 ― 19 △93.8 12 △99.3
24年3月期第1四半期 8,312 △13.8 △3 ― 315 ― 1,685 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 325百万円 （△67.4％） 24年3月期第1四半期 1,000百万円 （―％）

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 0.35 0.35
24年3月期第1四半期 48.16 48.12

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 46,847 35,147 71.8 961.01
24年3月期 46,666 35,041 71.9 959.14
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  33,630百万円 24年3月期  33,564百万円

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  
平成25年3月期の配当については、未定です。 

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

24年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― ― ―

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）

（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）詳細は、添付資料２ペ－ジ『1.当四半期決算に関する定性的情報 （2）連結業績予想に関する定性的情報』をご参照願います。 

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) 13,700 △15.0 △470 ― △430 ― △490 ― △14.00
通期 26,500 △4.8 △1,050 ― △650 ― △850 ― △24.29



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ペ－ジ『2.サマリ－情報（注記事項）に関する事項』をご参照願います。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料２ペ－ジ「２．サマリ－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。 

(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－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、金融商品取引法に 
基づく四半期財務諸表のレビュ－手続きは、終了していません。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 34,997,824 株 24年3月期 34,997,824 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,224 株 24年3月期 3,116 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 34,994,612 株 24年3月期1Q 34,995,062 株
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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、東日本大震災の復興需要や米国経済の緩やか

な成長により、回復の兆しを見せつつありましたが、中国経済の成長鈍化やますます深刻化する欧

州経済の影響から、依然として不透明な状況が続いています。 

このような状況のもと当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、タイ洪水にお

ける影響やパソコンなどのエレクトロニクス製品の世界的な需要減少等により、電子材料の需要回

復が遅れており、前年同期に比べ売上・利益ともに減少しました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は、66 億 36 百万円（前年同期比

20.2％減）となりました。損益は営業損失 240 百万円（前年同期は 3 百万円の営業損失）、経常利

益 19 百万円（前年同 93.8%減）、四半期純利益は 12 百万円（前年同 99.3％減）となりました。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年 3 月期の連結業績につきましては、電子材料分野の回復が遅れているため売上は 

減少するものの、全社的なコスト削減が進んでいるため、営業損失、経常損失、当期純損失は、 

総じて前回予想よりも改善すると予想しております。 

 

平成 25 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想数値の修正 

（平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日） 

 売上高 

（百万

円） 

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益 

（百万円） 

1 株当たり 

当期純利益

（円） 

前回発表予想（Ａ） 13,800 △650 △650 △750 △21.42 

今回修正予想（Ｂ） 13,700 △470 △430 △490 △14.00

増減額（Ｂ－Ａ） △100 ― ― ― 

増 減 率 （ ％ ） △0.7％ 27.7％  33.8％ 34.7％ 

（ご参考）前期第 2 四半期実績 

（平成 24 年 3 月期） 
16,109 △211 6 1,475 42.16
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平成 25 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正 

（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 

 
売上高 

（百万円）

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益 

（百万円） 

1 株当たり 

当期純利益

（円） 

前回発表予想（Ａ） 27,000 △1,300 △800 △1,000 △28.57 

今回修正予想（Ｂ） 26,500 △1,050 △650 △850 △24.29

増減額（Ｂ－Ａ） △500 250 150 150 

増 減 率 （ ％ ） △1.9％ ― ― ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 24 年 3 月期） 
27,825 △1,315 △447 586 16.75

 

 

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作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第 1 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 

（減価償却方法の変更） 

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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に 

変更しております。 

この変更による影響額は軽微であります。 
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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：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 7,412,220 5,845,237

受取手形及び売掛金 8,532,084 9,517,127

有価証券 701,639 501,219

商品及び製品 2,760,965 2,652,119

仕掛品 1,297,582 1,207,152

原材料及び貯蔵品 1,781,127 2,108,409

その他 733,702 801,058

貸倒引当金 △174,357 △175,784

流動資産合計 23,044,965 22,456,540

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,255,207 6,214,726

機械装置及び運搬具（純額） 2,986,473 2,911,048

その他（純額） 1,922,955 2,136,509

有形固定資産合計 11,164,637 11,262,284

無形固定資産   

のれん 52,655 48,480

その他 144,622 153,331

無形固定資産合計 197,277 201,812

投資その他の資産   

投資有価証券 11,581,343 12,190,273

その他 1,057,607 1,107,213

貸倒引当金 △379,070 △370,328

投資その他の資産合計 12,259,880 12,927,158

固定資産合計 23,621,795 24,391,255

資産合計 46,666,761 46,847,796
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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 3,990,176 4,459,684

短期借入金 1,133,165 1,082,830

1年内返済予定の長期借入金 1,015,912 1,043,274

未払法人税等 61,708 42,041

賞与引当金 446,252 643,212

役員賞与引当金 2,480 380

製品保証引当金 126,319 120,504

その他 2,005,798 1,643,572

流動負債合計 8,781,814 9,035,500

固定負債   

長期借入金 2,068,007 1,978,500

退職給付引当金 34,212 35,253

資産除去債務 63,607 65,581

その他 677,524 585,068

固定負債合計 2,843,350 2,664,403

負債合計 11,625,165 11,699,904

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,259 7,117,259

資本剰余金 6,229,282 6,229,282

利益剰余金 20,848,841 20,685,854

自己株式 △1,655 △1,688

株主資本合計 34,193,727 34,030,707

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 371,836 164,592

為替換算調整勘定 △1,000,912 △565,111

その他の包括利益累計額合計 △629,076 △400,519

新株予約権 230,542 186,279

少数株主持分 1,246,402 1,331,423

純資産合計 35,041,595 35,147,891

負債純資産合計 46,666,761 46,847,796
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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 8,312,417 6,636,201

売上原価 7,282,027 6,035,572

売上総利益 1,030,389 600,629

販売費及び一般管理費 1,033,532 840,665

営業損失（△） △3,142 △240,036

営業外収益   

受取利息 11,133 15,545

受取配当金 23,390 15,896

持分法による投資利益 362,387 300,925

負ののれん償却額 9,228 9,228

その他 98,712 78,776

営業外収益合計 504,852 420,373

営業外費用   

支払利息 23,366 21,441

為替差損 113,226 106,807

製品保証引当金繰入額 18,877 －

その他 30,411 32,642

営業外費用合計 185,882 160,890

経常利益 315,827 19,446

特別利益   

持分変動利益 2,538 －

固定資産売却益 1,340 24,570

投資有価証券売却益 1,491,407 －

新株予約権戻入益 3,330 55,496

特別利益合計 1,498,617 80,067

特別損失   

持分変動損失 － 16,958

固定資産除却損 721 －

関係会社株式評価損 － 23,655

その他 － 7,680

特別損失合計 721 48,294

税金等調整前四半期純利益 1,813,723 51,218

法人税等 100,176 47,351

少数株主損益調整前四半期純利益 1,713,547 3,866

少数株主利益又は少数株主損失（△） 28,248 △8,242

四半期純利益 1,685,298 12,109
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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 1,713,547 3,866

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △874,163 △207,243

為替換算調整勘定 102,722 289,962

持分法適用会社に対する持分相当額 58,289 239,102

その他の包括利益合計 △713,151 321,821

四半期包括利益 1,000,396 325,688

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 949,321 240,667

少数株主に係る四半期包括利益 51,074 85,021
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 該当事項はありません。 

  

  

 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）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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