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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 29,328 1.1 △143 ― △379 ― △1,262 ―
24年3月期第2四半期 29,022 △9.9 446 △69.5 △43 ― △692 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △3,401百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △4,840百万円 （―％）

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2四半期 △28.43 ―
24年3月期第2四半期 △15.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 140,448 125,623 85.4
24年3月期 143,130 129,361 86.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  119,980百万円 24年3月期  123,951百万円

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  ：  有  
25年3月期の配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00
25年3月期 ― 12.00
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、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  ：  有   

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 58,500 0.1 100 △90.5 300 △71.9 △1,250 ― △28.14



(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］3ページ「２．サマリー 
   情報（注記事項）に関する事項 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ー手続の対象外であります。なお、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ー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しており、当社としてその実現を約束する趣旨の 
  ものではありません。実際の業績等は、当社製品の需給の急速な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様
  々な状況により異なる場合があり得ることをご承知おきください。業績予想の前提となる仮定およ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「１．当四半期決算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」をご覧ください。  
２．平成25年3月期の配当予想につきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されるため、現時点では未定とさせていただき、今後の業績などを総合的に勘案
  いたしました上で、公表が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

※  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2Q 45,886,739 株 24年3月期 45,886,739 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,461,648 株 24年3月期 1,461,101 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 44,425,424 株 24年3月期2Q 44,426,069 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国にて景気の緩やかな回復が続くものの、中国での景気拡大

の鈍化や欧州における政府債務危機の影響により、足踏み状態が続いております。 

一方、国内経済は、東日本大震災の復興需要により、緩やかに持ち直しているものの、世界的な景気の減速を背

景として、回復の動きは力強さを欠くものとなっております。 

このような状況にあって、当社グループは、生産・販売体制の強化と新製品のタイムリーな市場投入により、事

業の拡大と企業価値の向上をはかりました。電子部品事業では、有機ＥＬディスプレイの新技術の実用化に向けた

研究開発活動を加速すると共に、中国子会社においてＩＣ実装などの後工程を新設し、生産体制の強化に取り組み

ました。また、生産器材事業においては、タイやベトナムでの生産能力の増強やインドネシアへの生産・販売拠点

の新設を決定しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は293億２千８百万円(前年同期比1.1％増)となりました。

このうち海外売上高は、欧米市場が低調に推移したものの、アジア市場で売上げが増加したことから150億３千４

百万円(前年同期比1.0％増)となり、国内売上高も142億９千４百万円(前年同期比1.2％増)となりました。収益面

では、新規事業参入に伴う初期コストの影響から、営業損益は１億４千３百万円の損失(前年同期は営業利益４億

４千６百万円)となり、さらに、為替変動などの影響を受け、経常損益は３億７千９百万円の損失(前年同期は経常

損失４千３百万円)、四半期純損益は12億６千２百万円の損失(前年同期は四半期純損失６億９千２百万円)となり

ました。 

 セグメントの業績は、次のとおりです。 

① 電子部品事業 

蛍光表示管は、国内市場では車載用途向けが順調に推移したものの、海外市場において車載用途向けや映像用

途向けが伸び悩み、売上げは前年同期をやや下回りました。 

蛍光表示管モジュールは、海外・国内市場共に車載用途向けが売上げを伸ばしたものの、主力であるＰＯＳ用

途向けが低迷したことから、売上げは前年同期を下回りました。 

当期より本格的な販売を開始した有機ＥＬディスプレイにつきましては、通信機器用途に加え、車載用途をは

じめとした新たな市場の開拓に向け、拡販活動を展開しました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は114億９千５百万円(前年同期比3.6％増)となりました。 

② 電子機器事業 

 ホビー用ラジコン機器は、ハイエンドの車用プロポ「４ＰＫ－ＳｕｐｅｒＲ」や超小型ジャイロ「ＧＹ430シ

リーズ」などの新製品を市場投入したものの、海外・国内市場共に個人消費の低迷などの影響により、売上げは

前年同期を下回りました。 

 産業用ラジコン機器につきましては、トラッククレーン向けや農業関連向けのテレコントロール製品が順調に

推移したことから、売上げは前年同期を上回りました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は35億２千２百万円(前年同期比5.5％減)となりました。 

③ 生産器材事業 

プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートなどにつきまして、海外では、中国市場が低迷した

ものの、韓国市場が自動車用途を中心に順調に推移したことから、売上げは前年同期を上回りました。国内で

は、今後とも成長が期待されるエコカー用の電池・モーターなどの環境対応製品向けに注力したものの、東日本

大震災や円高の長期化による各メーカーの海外調達、海外移転の影響から、売上げは前年同期をわずかに下回り

ました。 

以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は143億１千万円(前年同期比0.8％増)となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加および投資その他の資産や受取手形及び売掛金の

減少などにより、前連結会計年度末に比べ26億８千１百万円減少し1,404億４千８百万円となりました。 

 負債は、退職給付引当金や短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ10億５千５百万円増加し 

148億２千４百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金や為替換算調整勘定の減少などにより、前連結会計年度末に比べ37億３千７百万円減少し

1,256億２千３百万円となりました。この結果、自己資本比率は85.4％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえ、平成24年５月15日の決算発表時の予想を修正してお

ります。 

 詳細につきましては、本日(平成24年11月９日)公表の「業績予想の修正、営業外費用および特別損失の計上に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、今般の業績の低迷を受け、第３四半期より事業構造の改革に着手いたします。具体的な施策内容等につき

ましては、現在検討を重ねておりますので、詳細が決定した時点で速やかに開示いたします。 

   

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) 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益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
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 59,451 60,760

受取手形及び売掛金 17,411 16,534

有価証券 6,628 5,992

商品及び製品 4,367 4,259

仕掛品 2,476 2,427

原材料及び貯蔵品 5,478 5,216

その他 1,116 1,163

貸倒引当金 △117 △113

流動資産合計 96,812 96,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,975 11,424

機械装置及び運搬具（純額） 6,774 6,605

工具、器具及び備品（純額） 527 510

土地 15,524 16,036

リース資産（純額） 117 107

建設仮勘定 1,681 2,425

有形固定資産合計 36,600 37,109

無形固定資産 1,121 1,125

投資その他の資産   

投資有価証券 6,558 5,395

その他 2,162 687

貸倒引当金 △124 △109

投資その他の資産合計 8,595 5,973

固定資産合計 46,317 44,208

資産合計 143,130 140,448
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,802 4,765

短期借入金 36 375

未払費用 2,233 2,178

未払法人税等 331 307

賞与引当金 1,074 911

その他 1,448 1,957

流動負債合計 9,926 10,496

固定負債   

長期借入金 31 23

退職給付引当金 2,574 3,124

役員退職慰労引当金 19 36

その他 1,217 1,144

固定負債合計 3,842 4,328

負債合計 13,769 14,824

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 97,127 95,377

自己株式 △3,275 △3,276

株主資本合計 138,005 136,254

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △64 △545

為替換算調整勘定 △13,988 △15,727

その他の包括利益累計額合計 △14,053 △16,273

少数株主持分 5,409 5,643

純資産合計 129,361 125,623

負債純資産合計 143,130 140,448
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 29,022 29,328

売上原価 22,590 23,380

売上総利益 6,431 5,948

販売費及び一般管理費 5,985 6,091

営業利益又は営業損失（△） 446 △143

営業外収益   

受取利息 184 205

作業くず売却益 105 110

その他 185 192

営業外収益合計 474 508

営業外費用   

為替差損 707 617

その他 257 127

営業外費用合計 964 744

経常損失（△） △43 △379

特別利益   

固定資産売却益 46 10

受取保険金 67 －

その他 0 －

特別利益合計 114 10

特別損失   

固定資産売却損 60 3

投資有価証券評価損 0 261

減損損失 59 41

災害による損失 39 －

その他 31 43

特別損失合計 191 349

税金等調整前四半期純損失（△） △120 △718

法人税、住民税及び事業税 282 351

法人税等調整額 63 △63

法人税等合計 345 288

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △465 △1,006

少数株主利益 226 256

四半期純損失（△） △692 △1,262
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △465 △1,006

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △388 △480

為替換算調整勘定 △3,985 △1,914

その他の包括利益合計 △4,374 △2,395

四半期包括利益 △4,840 △3,401

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,337 △3,446

少数株主に係る四半期包括利益 △503 44
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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損失（△） △120 △718

減価償却費 1,716 1,501

減損損失 59 41

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 581 468

賞与引当金の増減額（△は減少） 135 △218

受取利息及び受取配当金 △274 △264

為替差損益（△は益） 492 428

作業くず売却益（△は益） △105 △110

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 41 10

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △16 264

売上債権の増減額（△は増加） 170 706

たな卸資産の増減額（△は増加） △699 234

仕入債務の増減額（△は減少） 906 352

その他 △210 △101

小計 2,661 2,596

利息及び配当金の受取額 222 234

利息の支払額 △2 △6

法人税等の支払額 △390 △383

法人税等の還付額 54 43

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,545 2,483

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △18,447 △19,408

定期預金の払戻による収入 20,082 19,042

有価証券の取得による支出 △24 －

有価証券の売却及び償還による収入 91 152

有形固定資産の取得による支出 △1,417 △1,975

有形固定資産の売却による収入 144 49

投資有価証券の取得による支出 △964 △100

投資有価証券の売却及び償還による収入 236 700

貸付けによる支出 △1 △5

貸付金の回収による収入 12 7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 61

その他 △89 △53

投資活動によるキャッシュ・フロー △379 △1,529

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 － 348

長期借入金の返済による支出 △18 △18

配当金の支払額 △533 △533

少数株主への配当金の支払額 △161 △173

少数株主からの払込みによる収入 － 269

リース債務の返済による支出 △140 △14

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △853 △121

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,676 △701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △363 131

現金及び現金同等物の期首残高 35,574 41,146

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 256 6

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,467 41,284
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該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

 (セグメント情報) 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 

(単位:百万円)

(注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

  ２．セグメント利益又は損失(△)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２四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 

(単位:百万円)

(注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△0百万円は、セグメント間取引消去であります。 

  ２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

   

（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

  

  

  

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 

電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  11,093  3,728  14,199  29,022  －  29,022

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1  －  0  1  △1  －

計  11,094  3,728  14,199  29,023  △1  29,022

セグメント利益又は 
損失(△) 

 △457  391  512  446  －  446

  

  

  

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 

電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  11,495  3,522  14,310  29,328  －  29,328

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1  －  0  1  △1  －

計  11,496  3,522  14,310  29,329  △1  29,328

セグメント利益又は 
損失(△)  

 △962  344  475  △143  △0  △143
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