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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株

式（非上場）の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

  

 

 
(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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(百万円未満切捨て)

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

（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 ％

26年３月期第１四半期 9,564 5.6 △352 ― △136 ― △137 ―

25年３月期第１四半期 9,055 △10.0 △539 ― △574 ― △597 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 79百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △905百万円( ―％)

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

26年３月期第１四半期 △1,723.38 ―
25年３月期第１四半期 △7,501.93 ―

（２）連結財政状態

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 31,540 470 1.5

25年３月期 32,289 390 1.2

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 470百万円 25年３月期 390百万円

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 － － － 0.00 0.00

26年３月期 －

26年３月期(予想) － － 0.00 0.00

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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)

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) 21,300 12.2 0 ― 0 ― 0 ― ―
通期 44,800 13.2 800 ― 800 ― 700 ― 8,790.66



  

 

 

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる

条件及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４ページ「連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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
 

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

（４）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 79,630株 25年３月期 79,630株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ ―株 25年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 79,630株 25年３月期１Ｑ 79,630株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  
種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

第２種優先株式
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 ― ― ― 0.00 0.00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) ― ― 0.00 0.00
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、極めて穏やかな回復の兆しが見えるものの、欧州債

務危機の一層の悪化、原油価格の急騰等の下ぶれリスクは依然として存在しております。一方、国内経

済は、昨年末の政権交代を契機に、アベノミクスの3本の矢に対する期待感から、円安・株高基調は継

続しているものの個人消費や輸出は緩やかな回復にとどまり、実体経済の本格的な回復には至っており

ません。また、当社グループが属する電子部品業界におきましても、一部の業界・お客様での在庫調整

は底を打ち、所要の回復傾向が出てきたものの、全体としては現在も弱含みで推移しております。 

このような経済環境のもとではありますが、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、前第１四半

期連結累計期間の連結売上高に比し508百万円増の9,564百万円(前年同期比5.6％増)となりました。 

  

(ディスクリートデバイス部門) 

車載向けリレーが堅調で、また家電・産業機器向けリレーもお客様での在庫調整が進んできたこと

により、売上高は4,662百万円(前年同期比10.6％増)となりました。 

(入出力デバイス部門) 

車載用タッチパネルは需要が堅調に推移しておりますが、ノートPC用、医療機器用キーボードの需

要減があり売上高は3,549百万円(前年同期比2.5％増)にとどまりました。 

(その他部門) 

車載用コントロール基板の減により売上高は1,352百万円(前年同期比1.8％減)となりました。 

  

損益面につきましては、成長への路線切り替えをすべく、お客様サポート力の強化、品質コストの削

減及び生産性向上による収益性改善の取り組みを実施してまいりました。当第１四半期連結累計期間

は、352百万円の営業損失(前年同期は539百万円の営業損失)となり、また、経常損失は円安に伴う為替

差益の計上があり、136百万円(前年同期は574百万円の経常損失)となり、当期純損失は137百万円(前年

同期は597百万円の当期純損失)となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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[地域別の売上] 

(単位：百万円)

 
  

1. 日本 

国内は、車載向けリレー及びタッチパネルは堅調でありましたが、医療機器用キーボードの需要

減により、売上高は4,891百万円(前年同期比1.2％減)となりました。 

2. アジア 

アジアは、韓国向け車載用リレー及び家電用・通信用リレーは堅調に推移し、中国でのキーボー

ドの減もありましたが、為替影響による増を含めて、売上高は3,012百万円(前年同期比12.1％増)

となりました。 

3. 北米 

北米は、車載向けリレー、サーマルプリンタは堅調に推移し、為替影響による増を含めて、売上

高は693百万円(前年同期比16.6％増)となりました。 

4. ヨーロッパ 

ヨーロッパは、債務危機の影響が継続しており、依然として車載・産業機器向けリレーを中心に

需要が低迷しておりますが、為替影響による増を含めて、売上高は967百万円(前年同期比17.7％

増)となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ749百万円減少し、31,540百

万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ635百万円減少し、19,668百万円となりま

した。主に受取手形及び売掛金が1,368百万円減少したこと、現金及び預金が133百万円、商品及び製

品が319百万円、その他流動資産が184百万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計

年度末に比べ113百万円減少し、11,872百万円となりました。減価償却費458百万円の計上と、設備投

資259百万円と為替換算影響による増加が87百万円発生したことになどによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ828百万円減少し、31,070百

万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ804百万円減少し、27,132百万円となりま

した。支払手形及び買掛金が1,295百万円減少したことと短期借入金が344百万円増加したことなどに

よるものであります。固定負債は、提出会社の役員退職慰労金制度廃止に伴い、打ち切り支給に伴う

未払額を固定負債の「その他」に含めて表示し、前連結会計年度末に比べ24百万円減少の3,938百万

前第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)

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

前年同期比

日本 4,951 4,891 △60

アジア 2,687 3,012 324

北米 595 693 98

ヨーロッパ 821 967 145

合計 9,055 9,564 508

(海外売上比率) ( 45.3％) ( 48.9％) (3.6％)

（２）財政状態に関する説明
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円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ79百万円増加し、470百万

円となりました。当期純損失137百万円の計上と、当第１四半期連結会計期間末において外貨為替レ

ートが円安に進行したことによる影響を受けて為替換算調整勘定が194百万円増加したことによるも

のであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ133百万円

増加し、1,355百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは53百万円の支出(前年同期は259百万円の支出)となりまし

た。主に税金等調整前四半期純損失121百万円、棚卸資産の増加231百万円及び仕入債務の減少額

1,742百万円による支出、売上債権の減少額1,750百万円及び減価償却費458百万円の収入等によるも

のであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは183百万円の支出(前年同期は311百万円の支出)となりまし

た。主に有形固定資産の取得による支出230百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは312百万円の収入（前年同期は287百万円の収入）となりまし

た。主に短期借入金の純増額333百万円によるものであります。 

  

第２四半期以降につきましても、欧州の財政問題や原油価格の高騰リスク等による海外景気の停滞等

厳しい状況にある中、弱含みではありますが受注高は回復基調にあり、成長への路線切り替えを行い、

お客様サポート力の強化を図り、グリーン市場（太陽光発電，スマートメータ，ハイブリッド/電気自

動車等）向け新製品のタイムリーな市場投入を加速し、グループ一丸となって更なる生産体制の整備・

強化・効率化を推し進め、また積極的なコストダウンを推進し、通期の業績予想につきましては売上高

44,800百万円、営業利益800百万円、経常利益800百万円、当期純利益700百万円を予想しており、前回

公表値と変更ありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,222 1,355

受取手形及び売掛金 13,045 11,677

商品及び製品 3,880 4,200

仕掛品 641 662

原材料及び貯蔵品 1,148 1,236

その他 405 590

貸倒引当金 △41 △55

流動資産合計 20,303 19,668

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,175 2,137

機械装置及び運搬具（純額） 3,333 3,240

工具、器具及び備品（純額） 874 822

土地 3,957 3,957

建設仮勘定 299 371

有形固定資産合計 10,641 10,530

無形固定資産 769 764

投資その他の資産   

その他 637 645

貸倒引当金 △61 △67

投資その他の資産合計 575 577

固定資産合計 11,986 11,872

資産合計 32,289 31,540

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,430 10,134

短期借入金 14,044 14,388

その他 2,461 2,609

流動負債合計 27,936 27,132

固定負債   

退職給付引当金 2,945 2,928

役員退職慰労引当金 160 44

障害対応費用引当金 66 60

その他 791 904

固定負債合計 3,963 3,938

負債合計 31,899 31,070
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,764 6,764

資本剰余金 6,654 6,654

利益剰余金 △13,452 △13,589

株主資本合計 △32 △170

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58 81

土地再評価差額金 917 917

為替換算調整勘定 △553 △359

その他の包括利益累計額合計 423 640

純資産合計 390 470

負債純資産合計 32,289 31,540
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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

売上高 9,055 9,564

売上原価 7,456 7,807

売上総利益 1,599 1,756

販売費及び一般管理費 2,138 2,109

営業損失（△） △539 △352

営業外収益   

受取ロイヤリティー 10 14

為替差益 － 213

その他 23 33

営業外収益合計 33 261

営業外費用   

支払利息 29 30

為替差損 31 －

その他 7 15

営業外費用合計 69 45

経常損失（△） △574 △136

特別利益   

投資有価証券売却益 － 15

特別利益合計 － 15

税金等調整前四半期純損失（△） △574 △121

法人税、住民税及び事業税 22 17

法人税等調整額 － △1

法人税等合計 22 16

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △597 △137

四半期純損失（△） △597 △137
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △597 △137

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71 22

為替換算調整勘定 △237 194

その他の包括利益合計 △308 216

四半期包括利益 △905 79

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △905 79

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６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（△） △574 △121

減価償却費 437 458

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 15

受取利息及び受取配当金 △0 △1

支払利息 29 30

売上債権の増減額（△は増加） 31 1,750

たな卸資産の増減額（△は増加） △224 △231

仕入債務の増減額（△は減少） 57 △1,742

投資有価証券売却損益（△は益） － △15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 △115

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 △16

障害対応費用引当金の増減額（△は減少） △12 △5

その他の流動資産の増減額（△は増加） 115 △175

その他の流動負債の増減額（△は減少） △103 86

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3 94

その他 △8 1

小計 △215 12

利息及び配当金の受取額 0 1

利息の支払額 △30 △30

法人税等の支払額 △14 △36

法人税等の還付額 0 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △259 △53

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △312 △230

有形固定資産の売却による収入 16 0

投資有価証券の売却による収入 － 46

無形固定資産の取得による支出 △21 △1

その他 6 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △311 △183

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 322 333

リース債務の返済による支出 △34 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー 287 312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △334 133

現金及び現金同等物の期首残高 1,490 1,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,156 1,355
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当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

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

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間のいずれにおいても、当社グループは、リ

レー、コネクタ、入出力デバイス等の分野において、部品及び電子応用の機器を生産販売するエレクト

ロニクスメーカーとして、単一の事業活動を行っております。 

したがいまして、開示対象となる報告セグメントはありませんので、記載を省略しております。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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① 受注高 

(単位：百万円)

 
  

② 売上高 

(単位：百万円)

 
  

③ 受注残高 

(単位：百万円)

 
(注) 受注高、売上高については期中平均相場により円貨に換算し、受注残高については連結決算日の直物相場によ

り円貨に換算しております。 

  

４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

事業部門
当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

前第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)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 5,442 4,263 16,779

入出力デバイス部門 3,829 3,991 16,454

その他 1,381 1,591 5,669

合計 10,653 9,846 38,903

（うち輸出） 5,483 4,367 17,254

比率 (51.5％) (44.4％) (44.4％)

事業部門
当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

前第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)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 4,662 4,216 17,187

入出力デバイス部門 3,549 3,462 16,607

その他 1,352 1,376 5,767

合計 9,564 9,055 39,561

（うち輸出） 4,673 4,104 17,487

比率 (48.9％) (45.3％) (44.2％)

事業部門
当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日)
前第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)
前連結会計年度

(平成25年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 4,975 4,050 3,994

入出力デバイス部門 3,477 3,912 3,079

その他 632 651 618

合計 9,085 8,615 7,692

（うち輸出） 5,371 4,311 4,550

比率 (59.1％) (50.0％) (59.2％)
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