
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

   

   

 
   

     

 
     

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）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 ％

26年３月期第１四半期 2,502 △5.3 229 △14.2 252 △12.4 180 △21.5
25年３月期第１四半期 2,641 0.5 267 △26.9 288 △26.5 230 △0.8

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

26年３月期第１四半期 3,071.37 3,069.22
25年３月期第１四半期 3,827.94 3,827.88

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 7,949 6,991 87.6
25年３月期 8,274 7,313 87.9

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 6,967百万円 25年３月期 7,272百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 ― 4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 4,000.00 ― 4,000.00 8,000.00

(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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 5,450 6.8 585 1.2 605 0.7 390 △5.6 6,547.68
通期 10,900 9.3 1,170 0.5 1,210 0.2 765 △5.2 12,843.54

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 63,162株 25年３月期 63,158株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 4,947株 25年３月期 3,595株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 58,918株 25年３月期１Ｑ 60,211株

※ 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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。
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当第1四半期業績の概要は以下の通りであります。 

 電子部品業界におきましては、スマートフォンやタブレット型携帯端末市場が昨年度に引き続いて牽

引役となり、これら用途の半導体や電子部品の需要は旺盛でありましたが、デスクトップパソコンやノ

ートパソコン向けについては需要が伸び悩み、また液晶テレビなどのデジタル家電向けについても依然

需要が低迷し、総じて業界の需要は低迷しました。 

 当社におきましては、スマートフォンやタブレット型携帯端末向けの高精細コネクタ用硬質金めっき

薬品やマザーボード用無電解金めっき薬品については、高い技術競争力とマーケットの拡大により、販

売は順調に推移しました。一方、高性能半導体パッケージ基板用無電解金めっき薬品については、パソ

コン市場の在庫調整の影響を受け、販売が低迷しました。 

その結果、売上高は2,502,252千円 (前年同四半期比5.3％減)、営業利益は229,644千円 (前年同四半

期比14.2％減)、経常利益は252,625千円 (前年同四半期比12.4％減)、四半期純利益は180,961千円(前

年同四半期比21.5％減) となりました。 

なお、ストックオプション行使期間満了に伴い、新株予約権戻入益18,025千円を特別利益として計上

しております。また、保有有価証券のうち時価が著しく下落したものについて投資有価証券評価損

4,656千円を特別損失として計上しております。 

売上高の用途品目別内訳は、プリント基板・半導体搭載基板用859,879千円、コネクタ・マイクロス

イッチ用478,290千円、リードフレーム用822,512千円、その他341,570千円であります。 

  

（資産） 

流動資産は5,493,069千円となり、前事業年度末に比べて455,615千円の減少となりました。これは主

に現金及び預金496,815千円の減少によるものであります。 

固定資産は2,456,351千円となり、前事業年度末に比べて130,597千円の増加となりました。これは主

に投資有価証券119,196千円の増加によるものであります。 

この結果、総資産は7,949,420千円となり、前事業年度末に比べて325,018千円の減少となりました。

（負債） 

流動負債は536,438千円となり、前事業年度末に比べて48,501千円の減少となりました。これは主に

買掛金が123,594千円増加したものの、未払法人税等が162,529千円減少したことによるものでありま

す。 

固定負債は421,408千円となり、前事業年度末に比べて45,037千円の増加となりました。これは主に

繰延税金負債39,013千円の増加によるものであります。 

この結果、負債合計は957,846千円となり、前事業年度末に比べて3,464千円の減少となりました。 

（純資産） 

純資産合計は6,991,574千円となり、前事業年度末に比べて321,553千円の減少となりました。これは

主に自己株式取得により326,631千円減少したことによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,389,119 2,892,304

受取手形及び売掛金 2,199,578 2,213,145

商品及び製品 73,856 109,781

原材料及び貯蔵品 193,768 230,588

その他 92,360 47,249

流動資産合計 5,948,684 5,493,069

固定資産   

有形固定資産 105,054 114,434

無形固定資産 62,279 58,683

投資その他の資産   

投資有価証券 2,121,860 2,241,056

その他 36,560 42,177

投資その他の資産合計 2,158,420 2,283,233

固定資産合計 2,325,754 2,456,351

資産合計 8,274,438 7,949,420

負債の部   

流動負債   

買掛金 216,629 340,224

未払法人税等 225,864 63,335

賞与引当金 55,500 27,750

その他 86,945 105,128

流動負債合計 584,939 536,438

固定負債   

繰延税金負債 117,140 156,154

資産除去債務 38,150 38,244

役員退職慰労引当金 221,080 227,010

固定負債合計 376,370 421,408

負債合計 961,310 957,846
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,281,575 1,281,917

資本剰余金 1,025,287 1,025,629

利益剰余金 5,413,158 5,355,867

自己株式 △851,942 △1,178,573

株主資本合計 6,868,078 6,484,840

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 404,650 482,352

評価・換算差額等合計 404,650 482,352

新株予約権 40,399 24,381

純資産合計 7,313,128 6,991,574

負債純資産合計 8,274,438 7,949,420
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,641,533 2,502,252

売上原価 2,133,806 2,022,934

売上総利益 507,726 479,317

販売費及び一般管理費 239,947 249,673

営業利益 267,779 229,644

営業外収益   

受取利息 62 62

受取配当金 16,848 19,571

その他 3,947 4,000

営業外収益合計 20,858 23,634

営業外費用   

自己株式取得費用 － 653

支払手数料 245 －

営業外費用合計 245 653

経常利益 288,391 252,625

特別利益   

新株予約権戻入益 46,236 18,025

特別利益合計 46,236 18,025

特別損失   

投資有価証券評価損 － 4,656

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 4,656

税引前四半期純利益 334,627 265,994

法人税、住民税及び事業税 89,663 62,437

法人税等調整額 14,480 22,596

法人税等合計 104,143 85,033

四半期純利益 230,484 180,961
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（継続企業の前提に関する注記） 

  該当事項はありません。 

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

  該当事項はありません。 

（３）四半期財務諸表に関する注記事項
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