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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 20,523 △7.3 △128 ― 766 ― 614 △52.2
24年3月期第3四半期 22,133 △24.9 △875 ― △63 ― 1,286 379.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 881百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △133百万円 （―％）

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3四半期 17.56 17.54
24年3月期第3四半期 36.75 36.72

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3四半期 46,085 35,679 74.1 975.31
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3四半期  34,130百万円 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、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 26,400 0.4 △550 ― 500 233.3 300 ― 8.57



(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（その他）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 

(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
半期財務諸表の手続は、終了しておりません。 

※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3Q 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3Q 3,403 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3Q 34,994,545 株 24年3月期3Q 34,995,015 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一時的に回復の兆しをみせたものの、長びく

円高基調や、欧州市場の低迷、新興国経済の成長鈍化等の影響から、不透明な状況で推移しました。 

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、主力の電子材

料分野において、世界的なデジタル家電市場縮小の影響から、前年同期に比べ売上は減少しました

が、コスト削減を推進し、損益改善に努めました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は、205 億 23 百万円（前年同期比 7.3％

減）となりました。損益は営業損失 1 億 28 百万円（前年同期は 8 億 75 百万円の営業損失）、経常

利益 7 億 66 百万円（前年同期は 63 百万円の経常損失）、四半期純利益は 6 億 14 百万円（前年同

期比 52.2％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、さらなるコスト削減に努めたこと、また為替の円

安進行から保有外貨建資産などの円貨評価に伴う為替差益を計上したことにより、営業損益、経常

損益、当期純損益ともに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） 26,300 △600 150 △50 △1.43

今回修正予想（Ｂ） 26,400 △550 500 300 8.57

増減額（Ｂ－Ａ） 100 50 350 350 

増 減 率 （ ％ ） 0.4％ ― 233.3% ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 24 年 3 月期） 
27,825 △1,315 △447 586 16.75
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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３四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 

（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） 

当社及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は、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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,412,220 5,873,181

受取手形及び売掛金 8,532,084 9,361,292

有価証券 701,639 499,919

商品及び製品 2,760,965 2,380,877

仕掛品 1,297,582 1,093,079

原材料及び貯蔵品 1,781,127 1,681,358

その他 733,702 552,735

貸倒引当金 △174,357 △169,703

流動資産合計 23,044,965 21,272,740

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,255,207 6,001,873

機械装置及び運搬具（純額） 2,986,473 2,901,335

その他（純額） 1,922,955 1,963,121

有形固定資産合計 11,164,637 10,866,330

無形固定資産   

のれん 52,655 36,165

その他 144,622 148,370

無形固定資産合計 197,277 184,535

投資その他の資産   

投資有価証券 11,581,343 13,058,609

その他 1,057,607 1,097,784

貸倒引当金 △379,070 △394,743

投資その他の資産合計 12,259,880 13,761,650

固定資産合計 23,621,795 24,812,517

資産合計 46,666,761 46,085,257
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,990,176 4,389,712

短期借入金 1,133,165 1,114,553

1年内返済予定の長期借入金 1,015,912 944,589

未払法人税等 61,708 84,916

賞与引当金 446,252 194,772

役員賞与引当金 2,480 1,858

製品保証引当金 126,319 31,842

その他 2,005,798 1,254,065

流動負債合計 8,781,814 8,016,310

固定負債   

長期借入金 2,068,007 1,625,817

退職給付引当金 34,212 37,349

資産除去債務 63,607 61,957

その他 677,524 664,403

固定負債合計 2,843,350 2,389,528

負債合計 11,625,165 10,405,838

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 21,288,079

自己株式 △1,655 △1,730

株主資本合計 34,193,727 34,632,891

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 371,836 416,138

為替換算調整勘定 △1,000,912 △918,545

その他の包括利益累計額合計 △629,076 △502,407

新株予約権 230,542 161,545

少数株主持分 1,246,402 1,387,390

純資産合計 35,041,595 35,679,419

負債純資産合計 46,666,761 46,085,257
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 22,133,886 20,523,383

売上原価 20,013,401 18,198,995

売上総利益 2,120,485 2,324,388

販売費及び一般管理費 2,995,725 2,452,708

営業損失（△） △875,240 △128,320

営業外収益   

受取利息 36,920 48,932

受取配当金 40,890 43,267

持分法による投資利益 722,631 671,395

負ののれん償却額 27,686 27,686

その他 444,415 302,532

営業外収益合計 1,272,545 1,093,814

営業外費用   

支払利息 76,114 62,866

その他 384,433 135,836

営業外費用合計 460,548 198,703

経常利益又は経常損失（△） △63,243 766,791

特別利益   

固定資産売却益 62,350 26,858

新株予約権戻入益 66,225 91,494

その他 1,499,312 12,995

特別利益合計 1,627,888 131,349

特別損失   

固定資産売却損 16 130

固定資産除却損 10,175 29,396

投資有価証券売却損 － 18,222

関係会社株式評価損 － 18,023

希望退職関連費用 － 16,637

その他 74,310 360

特別損失合計 84,502 82,771

税金等調整前四半期純利益 1,480,142 815,369

法人税等 81,155 102,992

少数株主損益調整前四半期純利益 1,398,986 712,377

少数株主利益 112,865 98,041

四半期純利益 1,286,121 614,335
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,398,986 712,377

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,012,069 43,846

為替換算調整勘定 △243,171 54,763

持分法適用会社に対する持分相当額 △277,179 71,004

その他の包括利益合計 △1,532,419 169,615

四半期包括利益 △133,432 881,992

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △145,163 741,004

少数株主に係る四半期包括利益 11,730 140,988
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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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