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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 5,571 △13.5 107 △48.9 26 △77.6 △27 ―
24年3月期第1四半期 6,438 △26.5 209 △45.9 117 △0.3 69 △57.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △45百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 67百万円 （―％）

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 △0.42 ―
24年3月期第1四半期 1.09 ―

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 20,541 4,397 21.4
24年3月期 20,955 4,443 21.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,397百万円 24年3月期  4,443百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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、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  ：  無   

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 24,900 2.7 1,000 31.0 750 68.3 600 58.3 9.39



(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  

(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、様式および作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものです。詳細は、添付資料P．4の 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」をご覧下さい。 

(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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表の四半期レビュー手続は、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など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。また実際の業績など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

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 63,870,025 株 24年3月期 63,870,025 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 464 株 24年3月期 464 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 63,869,561 株 24年3月期1Q 63,869,561 株
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文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、エコカー補助金の再開や復興需要の顕在化に支え

られ、企業収益や個人消費に持ち直しが見られましたが、欧州債務問題の再燃や中国の成長鈍化から輸

出が伸び悩むなど、不透明要素は未だ多く、本格的な回復までには至っておりません。 

半導体・電子部品業界におきましては、自動車関連は好調を維持しスマートフォンやタブレット端末

向けなどで一部動意は見られるものの、 終消費がまだ低調であることから、市場全体では緩やかな回

復に留まっております。ただ一方では、環境・省エネルギー分野は今後も拡大し、復興関連需要は今後

増加することも予想されております。 

このような事業環境のもと、当社は中華圏を中心とした海外向け販売の拡大に注力するとともに、成

長市場と位置付ける車載（ハイブリッド車・電気自動車）、太陽光発電、LED照明、産業機器市場への

製販一体となった取り組みを強化してまいりました。なお、平成24年５月６日に茨城県つくば市で発生

した竜巻により、つくば事業所の建物の一部が破損しましたが、製品の供給と納期について大きな影響

はありませんでした。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が前年同期比８億66百万円（13.5%）減の55

億71百万円となりました。うち製品は同８億36百万円（20.4%）減の32億56百万円、商品は同30百万円

（1.3%）減の23億15百万円となりました。 

事業別には 

① ディスクリート事業は、ハイブリッド車を始めとする車載向けが前年同期に比べ大幅に増加しま

したが、日系電機メーカー向けデジタル家電や欧州・中国での太陽光発電の減少をカバーでき

ず、売上高は前年同期比３億44百万円（15.7%）減の18億45百万円となりました。 

② モジュール事業は、新製品のモールド型モジュールが車載向けに大きな伸びを示しましたが、中

国の成長鈍化の影響から企業の設備投資が減退し、主力とするインバータ、UPS、産業用電源向け

の減少から、売上高は前年同期比４億91百万円（25.8%）減の14億11百万円となりました。 

③ 商品事業は、採算性の良いカスタム電源、LED照明ユニットなどの開発商品、ならびに電気部品は

伸長しましたが、液晶やオプトデバイスの減少から、売上高は前年同期比微減となりました。 

損益面におきましては、固定費の削減を始めとする徹底した原価低減に加え、成長市場への営業活動

を積極的に行ってまいりましたが、製品売上減少の影響が大きく、営業利益は前年同期比１億２百万円

（48.9%）減の１億７百万円となりました。事業別では、ディスクリート事業は26百万円、モジュール

事業は１億10百万円、商品事業は１億84百万円の利益となりました。なお、この他に営業経費として全

社費用２億15百万円を計上いたしました。経常利益は、円高による為替差損26百万円の発生もあり、前

年同期比91百万円（77.6%）減の26百万円となりました。当四半期純損益は、つくば事業所の竜巻被害

による損失見込額１億60百万円から受取保険金見込額１億22百万円を控除したことなどにより、27百万

円の損失となりました。 

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
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ４億13百万円減少の205億41百万

円となりました。主な要因といたしましては、受取手形及び売掛金が２億41百万円、原材料及び貯蔵品

が１億45百万円、保証金が２億52百万円それぞれ減少、一方、現金及び預金が１億65百万円、商品及び

製品が２億７百万円増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末と比べ３億67百万円減少の161億44百万円となりました。主な要因といた

しましては、短期借入金が２億６百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ45百万円減少の43億97百万円となりました。主な要因といたしま

しては、利益剰余金が27百万円減少したことによるものであります。 

  

通期の業績予想に関しましては、平成24年５月11日の決算発表時点と変更はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

(会計上の見積りの変更と区分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。 

この変更が、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与え

る影響は軽微であります。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 4,901 5,067

受取手形及び売掛金 5,863 5,621

商品及び製品 2,321 2,528

仕掛品 1,787 1,693

原材料及び貯蔵品 1,513 1,368

前渡金 0 0

未収入金 101 166

繰延税金資産 10 5

その他 69 77

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 16,564 16,525

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,547 1,511

機械装置及び運搬具（純額） 512 473

土地 883 883

リース資産（純額） 560 531

建設仮勘定 47 30

その他（純額） 90 101

有形固定資産合計 3,641 3,531

無形固定資産 43 38

投資その他の資産

投資有価証券 122 116

長期前払費用 96 95

保証金 317 65

繰延税金資産 26 26

その他 174 172

貸倒引当金 △32 △30

投資その他の資産合計 705 445

固定資産合計 4,390 4,016

資産合計 20,955 20,541

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,872 3,844

短期借入金 1,864 1,657

リース債務 279 281

未払金 310 300

未払費用 151 264

未払法人税等 37 8

賞与引当金 91 22

資産除去債務 7 4

リース資産減損勘定 209 194

その他 66 73

流動負債合計 6,891 6,651
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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)

固定負債

長期借入金 7,421 7,421

リース債務 774 705

繰延税金負債 7 7

退職給付引当金 627 631

長期リース資産減損勘定 406 357

資産除去債務 17 21

事業整理損失引当金 290 276

その他 76 71

固定負債合計 9,620 9,492

負債合計 16,512 16,144

純資産の部

株主資本

資本金 2,234 2,234

資本剰余金 1,750 1,750

利益剰余金 910 883

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,894 4,867

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3 △10

為替換算調整勘定 △447 △460

その他の包括利益累計額合計 △451 △470

純資産合計 4,443 4,397

負債純資産合計 20,955 20,541
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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 6,438 5,571

売上原価 5,312 4,608

売上総利益 1,125 963

販売費及び一般管理費 915 856

営業利益 209 107

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 1 1

仕入割引 4 1

物品売却益 11 8

雑収入 9 8

営業外収益合計 27 19

営業外費用

支払利息 71 58

社債発行費償却 3 －

為替差損 31 26

雑支出 13 15

営業外費用合計 119 100

経常利益 117 26

特別損失

固定資産除却損 0 3

災害による損失 23 37

特別損失合計 23 40

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（△）

94 △14

法人税等 24 12

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（△）

69 △27

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 69 △27
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

69 △27

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3 △6

為替換算調整勘定 △5 △12

その他の包括利益合計 △2 △18

四半期包括利益 67 △45

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 67 △45

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

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の金額に関する情報 

(単位：百万円） 

   
（注）１.セグメント利益の調整額は、全社費用であります。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。 

   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。 

  

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) 

１.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(単位：百万円） 

 
（注）１.セグメント利益の調整額は、全社費用であります。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。 

     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。 

  

２.報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結累計期間より、事業部の業績管理を強化する目的でグループ内の損益管理区分を

変更したことに伴い、全社費用を各報告セグメントに配分しない方法に変更しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当該変更後の算定方法に基づき作成したも

のを開示しております。 

  

（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 
(注)２

ディスクリート 
事業

モジュール
事業

商品
事業

計

売上高

  外部顧客への 
  売上高

2,189 1,902 2,345 6,438 ― 6,438

計 2,189 1,902 2,345 6,438 ― 6,438

 セグメント 
   利益

69 324 53 448 △238 209

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 
(注)２

ディスクリート 
事業

モジュール
事業

商品
事業

計

売上高

  外部顧客への 
  売上高

1,845 1,411 2,315 5,571 ― 5,571

計 1,845 1,411 2,315 5,571 ― 5,571

 セグメント 
    利益

26 110 184 322 △215 107
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 該当事項はありません。 

（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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