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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 8,010 0.5 △174 ― △126 ― △145 ―
25年3月期第1四半期 7,973 28.1 48 ― △50 ― △70 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 81百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △24百万円 （―％）

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 △8.55 ―
25年3月期第1四半期 △4.14 ―

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

26年3月期第1四半期 22,221 11,392 51.2 670.60
25年3月期 21,573 11,395 52.8 670.76
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  11,382百万円 25年3月期  11,385百万円

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

25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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）

（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

第2四半期(累計) 16,000 3.7 10 ― 50 ― 30 ― 1.77
通期 34,000 5.3 400 124.0 450 1.9 350 85.3 20.62



(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ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の摘要」をご覧ください。 

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業
績予想の前提となる仮定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２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

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 17,085,034 株 25年3月期 17,085,034 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 111,837 株 25年3月期 111,143 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 16,973,583 株 25年3月期1Q 16,975,408 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における経済情勢は、政府の経済・金融政策から円安・株高が進み、景気回復への期

待感が高まる一方、円安に伴う原材料価格の上昇や欧州経済の停滞、新興国経済の減速などから厳しい状況で推移

いたしました。 

 このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の業績は、自動車用電装品の販売増により売上高 百万円

（前年同期比0.5％増）となりましたが、減価償却費の増加や材料費の上昇等により営業損失 百万円（前年同期

は営業利益 百万円）、経常損失 百万円（前年同期は経常損失 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同期

は四半期純損失 百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より 百万円増加し、 百万円となり

ました。受取手形及び売掛金の増加（前連結会計年度末と比較して 百万円増）及び有形固定資産の増加（同

百万円増）等が主な要因であります。負債は、前連結会計年度末より 百万円増加し、 百万円となりまし

た。借入金の増加（同 百万円増）等が主な要因であります。純資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、

百万円となりました。利益剰余金の減少（同 百万円減）及び為替換算調整勘定の増加（同 百万円増）

等が主な要因であります。 

 以上の結果、自己資本比率は51.2％となり、前連結会計年度末と比較して1.6ポイント減少しております。    

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成25年５月15日に発表した業績予想を修正せず

据え置いておりますが、業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。    

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  税金費用については、当第１四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をしております。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。    

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 1,470,159 1,179,418

受取手形及び売掛金 6,070,359 6,277,209

商品及び製品 660,537 663,454

仕掛品 534,942 564,166

原材料及び貯蔵品 2,417,824 2,493,919

その他 850,505 1,172,022

貸倒引当金 △3,654 △557

流動資産合計 12,000,674 12,349,633

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,714,954 7,797,786

減価償却累計額 △3,565,123 △3,663,145

建物及び構築物（純額） 4,149,830 4,134,640

機械装置及び運搬具 4,980,346 5,318,031

減価償却累計額 △3,213,013 △3,363,301

機械装置及び運搬具（純額） 1,767,332 1,954,730

土地 2,048,971 2,038,405

その他 3,414,605 3,594,942

減価償却累計額 △2,933,765 △3,012,653

その他（純額） 480,840 582,289

有形固定資産合計 8,446,975 8,710,066

無形固定資産 219,640 228,145

投資その他の資産   

投資有価証券 316,364 339,771

前払年金費用 448,474 449,153

その他 167,401 169,643

貸倒引当金 △25,970 △25,120

投資その他の資産合計 906,271 933,448

固定資産合計 9,572,887 9,871,660

資産合計 21,573,561 22,221,293



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,641,590 2,351,547

短期借入金 4,271,918 5,076,616

未払法人税等 33,201 21,534

賞与引当金 211,565 347,413

製品保証引当金 18,737 17,997

その他 765,541 939,598

流動負債合計 7,942,554 8,754,707

固定負債   

長期借入金 1,980,026 1,800,029

退職給付引当金 28,880 26,018

資産除去債務 946 952

その他 225,467 247,445

固定負債合計 2,235,321 2,074,445

負債合計 10,177,875 10,829,153

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,476,232 2,476,232

資本剰余金 2,640,082 2,640,082

利益剰余金 6,410,130 6,180,071

自己株式 △50,664 △50,841

株主資本合計 11,475,780 11,245,544

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 75,049 91,552

為替換算調整勘定 △165,489 45,194

その他の包括利益累計額合計 △90,440 136,747

少数株主持分 10,344 9,848

純資産合計 11,395,685 11,392,140

負債純資産合計 21,573,561 22,221,293



（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：千円）

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 7,973,244 8,010,068

売上原価 7,118,418 7,391,184

売上総利益 854,826 618,884

販売費及び一般管理費 806,094 793,503

営業利益又は営業損失（△） 48,731 △174,618

営業外収益   

受取利息 2,870 4,540

受取配当金 2,127 1,836

為替差益 － 6,889

保険解約返戻金 1,116 9,453

補助金収入 17,817 －

助成金収入 － 7,004

その他 15,739 38,953

営業外収益合計 39,672 68,678

営業外費用   

支払利息 14,199 14,370

為替差損 98,374 －

支払補償費 20,177 －

その他 5,842 6,632

営業外費用合計 138,593 21,002

経常損失（△） △50,190 △126,943

特別利益   

固定資産売却益 571 1,752

特別利益合計 571 1,752

特別損失   

固定資産処分損 694 2,316

特別損失合計 694 2,316

税金等調整前四半期純損失（△） △50,313 △127,507

法人税等 22,286 17,680

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △72,600 △145,187

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,275 2

四半期純損失（△） △70,325 △145,190



（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：千円）

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（△） △72,600 △145,187

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,614 16,503

為替換算調整勘定 75,128 210,185

その他の包括利益合計 48,514 226,689

四半期包括利益 △24,085 81,501

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △21,028 81,997

少数株主に係る四半期包括利益 △3,056 △495



 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。     

   

１．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  

 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）  

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

であり、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であります。 

３．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。 

（３）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）

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
車載電装品 

ホーム 
エレクトロ
ニクス  

情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 5,424,741  1,791,280  302,300  7,518,323  454,921  7,973,244

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 80,162  109,446  7,977  197,586  1,555  199,141

計  5,504,904  1,900,727  310,277  7,715,909  456,477  8,172,386

セグメント利益 

又は損失（△） 
 32,381  75,116  5,552  113,050  △10,133  102,917

  
調整額 
（注２） 

四半期連結損
益計算書計上

額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  7,973,244

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 △199,141  －

計  △199,141  7,973,244

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △54,186  48,731

△54,186



 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）  

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＦＡ機器、産業用ロ

ボットコントローラ等を含んでおります。 

２．セグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円であり、

主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産の減価償却費であります。 

３．セグメント損失は、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。 

  

  

報告セグメント 
その他 
（注１） 

合計 
車載電装品 

ホーム 
エレクトロ
ニクス  

情報通信機器 計 

売上高             

外部顧客への 

売上高 
 5,757,444  1,648,618  171,864  7,577,927  432,140  8,010,068

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 63,934  63,777  3,305  131,017  8,417  139,435

計  5,821,378  1,712,396  175,170  7,708,945  440,558  8,149,504

セグメント損失（△)  △74,018  △31,928  △24,204  △130,151  △28,137  △158,289

  
調整額 
（注２） 

四半期連結損
益計算書計上

額 
（注３） 

売上高     

外部顧客への 

売上高 
 －  8,010,068

セグメント間の内
部売上高 
又は振替高 

 △139,435  －

計  △139,435  8,010,068

セグメント損失（△)  △16,329  △174,618

△16,329
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