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四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  （百万円未満切捨て）

（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  8,179  17.9  514  △25.4  568  △21.6  339  △20.2

25年３月期第１四半期  6,940  4.7  690  58.0  724  64.8  425  72.9

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 335百万円（ ％） △14.7   25年３月期第１四半期 393百万円 （ ％） 55.2

  
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  28.31  －

25年３月期第１四半期  35.48  －

  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  37,711  28,440  75.4  2,370.11

25年３月期  37,588  28,225  75.1  2,352.16

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 28,440百万円   25年３月期 28,225百万円 

  
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  － 14.00 － 10.00  24.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   10.00 － 10.00  20.00

（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）  17,400  19.1  1,145  △34.0  1,146  △36.1  567  △34.0  47.25

通期  37,279  31.4  2,992  24.4  2,995  2.8  1,481  14.3  123.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

   

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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 12,000,000株 25年３月期 12,000,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 386株 25年３月期 338株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 11,999,629株 25年３月期１Ｑ 11,999,686株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。

 業績等の予想数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、

たぶんに不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等は、業況等の変化などにより、この資料に記載

されている予想と大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。
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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わが国経済は、政府の経済政策と日銀の金融政策への期待感により、円高の

是正や株価上昇の動きなどから、緩やかな景気回復の動きが見られました。しかしながら、エネルギーコストの上

昇や原材料価格の上昇、海外経済の減速懸念等により、先行き不透明な状況が続いております。 

  当社グループの属する電子部品業界におきましては、期央以降には好転の期待感はあるものの、比較的堅調に推

移したものは、スマートフォン、タブレット（ただし、低価格品は順調、高級品は低迷）や、自動車向け部品等の

一部にとどまり、全体としては依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢のなかで、当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結売上高は8,179百万円（前年同期比

1,239百万円増、17.9％増）、営業利益は514百万円（前年同期比175百万円減、25.4％減）、経常利益は568百万円

（前年同期比156百万円減、21.6％減）、四半期純利益は339百万円（前年同期比86百万円減、20.2％減）となりま

した。 

当社グループの製品の種類別区分ごとの業績でありますが、集積回路は、ハイコンポーネンツ青森㈱の子会社化

による携帯機器関連向けICの受注増加や、LEDの受注が堅調に推移したことにより、売上高は7,266百万円（前年同

期比1,406百万円増、24.0％増）となりました。機能部品は、特定用途向けセンサー、サーマルプリントヘッドと

もに販売数量は伸びたものの、販売価格の低下により、売上高は660百万円（前年同期比100百万円減、13.2％減）

となりました。受動部品につきましては、チップネットワーク抵抗器の受注が伸び悩んだため、売上高は251百万

円（前年同期比27百万円減、10.0％減）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の資産の部につきましては、法人税等の支払による現金及び預金の減少や固定資産

の減少はあったものの、売上高の増加に伴う売上債権の増加により、前連結会計年度末比122百万円の増加となり

ました。負債の部につきましては、売上高の増加に伴う原材料仕入の増加により仕入債務が増加したものの、未払

法人税等や賞与引当金の減少等により、前連結会計年度末比92百万円の減少となりました。これらの結果、純資産

の部は前連結会計年度末比215百万円の増加となり、自己資本比率は75.4％と0.3ポイントの増加となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、現時点では、平成25年５月10日の決算短信で発表しました業績予想

から変更はございません。 

（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の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（３）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

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：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 13,595,599 13,218,451

受取手形及び売掛金 7,156,124 8,204,749

商品及び製品 150,286 131,341

仕掛品 655,171 635,646

原材料及び貯蔵品 830,649 848,564

前払費用 38,807 40,017

繰延税金資産 300,315 101,114

その他 269,689 142,258

流動資産合計 22,996,645 23,322,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,112,487 15,132,740

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,665,860 △9,823,545

建物及び構築物（純額） 5,446,626 5,309,195

機械装置及び運搬具 40,454,832 40,422,354

減価償却累計額及び減損損失累計額 △38,945,280 △39,029,442

機械装置及び運搬具（純額） 1,509,551 1,392,911

工具、器具及び備品 7,018,124 7,043,879

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,692,480 △6,731,481

工具、器具及び備品（純額） 325,644 312,398

土地 3,097,133 3,097,133

リース資産 264,196 269,525

減価償却累計額及び減損損失累計額 △121,428 △128,027

リース資産（純額） 142,767 141,498

建設仮勘定 105,029 343,624

有形固定資産合計 10,626,754 10,596,763

無形固定資産   

のれん 297,466 291,947

その他 281,334 266,577

無形固定資産合計 578,800 558,524

投資その他の資産   

投資有価証券 2,177,214 2,158,521

前払年金費用 325,891 310,746

繰延税金資産 399,575 382,913

その他 484,090 381,651

投資その他の資産合計 3,386,771 3,233,832

固定資産合計 14,592,326 14,389,120

資産合計 37,588,972 37,711,264
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（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 3,353,145 3,837,807

短期借入金 1,190,000 1,475,000

1年内返済予定の長期借入金 289,000 127,900

リース債務 49,823 51,238

未払金 1,291,032 1,408,273

未払法人税等 715,920 15,364

賞与引当金 558,042 146,853

その他 742,305 1,087,604

流動負債合計 8,189,271 8,150,042

固定負債   

社債 300,000 300,000

リース債務 94,948 92,140

退職給付引当金 250,406 246,283

役員退職慰労引当金 433,608 386,820

その他 95,616 95,564

固定負債合計 1,174,580 1,120,809

負債合計 9,363,851 9,270,851

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,545,500 4,545,500

資本剰余金 5,790,950 5,790,950

利益剰余金 17,901,053 18,120,782

自己株式 △465 △543

株主資本合計 28,237,038 28,456,689

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,917 △16,276

その他の包括利益累計額合計 △11,917 △16,276

純資産合計 28,225,121 28,440,412

負債純資産合計 37,588,972 37,711,264
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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：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 6,940,142 8,179,336

売上原価 5,591,492 6,894,275

売上総利益 1,348,649 1,285,060

販売費及び一般管理費 658,587 770,557

営業利益 690,062 514,503

営業外収益   

受取利息 250 236

受取配当金 1,868 2,478

受取技術料 50,726 6,850

為替差益 － 18,700

持分法による投資利益 27,873 28,852

その他 24,830 28,480

営業外収益合計 105,549 85,598

営業外費用   

支払利息 6,974 5,335

支払補償費 1,381 13,936

為替差損 52,115 －

貸与資産減価償却費 9,844 7,153

その他 1,021 5,632

営業外費用合計 71,337 32,057

経常利益 724,274 568,045

特別利益   

固定資産売却益 － 1,317

特別利益合計 － 1,317

特別損失   

固定資産除却損 5,106 392

特別損失合計 5,106 392

税金等調整前四半期純利益 719,168 568,970

法人税、住民税及び事業税 122,630 11,049

法人税等調整額 170,786 218,196

法人税等合計 293,417 229,245

少数株主損益調整前四半期純利益 425,750 339,724

四半期純利益 425,750 339,724

アオイ電子㈱（6832）平成26年３月期 第１四半期決算短信

－5－



（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利益 425,750 339,724

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,397 △4,359

その他の包括利益合計 △32,397 △4,359

四半期包括利益 393,353 335,365

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 393,353 335,365

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：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) 

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利益 719,168 568,970

減価償却費 441,727 368,230

その他の償却額 13,167 18,447

のれん償却額 2,348 5,519

固定資産除却損 5,106 392

固定資産売却損益（△は益） － △1,317

賞与引当金の増減額（△は減少） △321,441 △411,188

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △4,122

受取利息及び受取配当金 △2,119 △2,715

支払利息 6,974 5,335

為替差損益（△は益） 51,863 △16,937

保険解約損益（△は益） － 4,284

持分法による投資損益（△は益） △27,873 △28,852

売上債権の増減額（△は増加） △764,239 △1,048,624

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,136 20,555

その他の資産の増減額（△は増加） 341,291 250,983

仕入債務の増減額（△は減少） 434,217 484,662

その他の負債の増減額（△は減少） △85,755 228,147

小計 692,298 441,768

利息及び配当金の受取額 1,909 43,306

利息の支払額 △6,910 △5,925

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △464,813 △692,982

営業活動によるキャッシュ・フロー 222,484 △213,833

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 △308,463 △160,822

無形固定資産の取得による支出 △2,420 △5

有形固定資産の売却による収入 － 2,543

差入保証金の回収による収入 － 18

その他の支出 △9,993 △12,359

投資活動によるキャッシュ・フロー △320,877 △170,625

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 570,000 835,000

短期借入金の返済による支出 △285,000 △550,000

長期借入金の返済による支出 △161,100 △161,100

リース債務の返済による支出 － △13,452

自己株式の取得による支出 － △77

配当金の支払額 △119,996 △119,996

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,903 △9,626

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51,863 16,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,353 △377,148

現金及び現金同等物の期首残高 12,111,146 13,595,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,964,793 13,218,451
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

生産、受注および販売の状況 

当社グループは、電気・電子部品事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売状況については製品の種

類別区分ごとに記載しております。 

（1）生産実績 

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（2）受注状況 

（注）１．金額は、販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

（3）販売実績 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

（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）

４．補足情報

製品の種類別区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

集積回路  7,280,003  120.8

機能部品  629,262  75.9

受動部品  370,202  148.6

その他  －  －

合計  8,279,469  116.5

製品の種類別区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

集積回路  7,138,466  119.6  608,425  96.1

機能部品  810,854  118.0  498,900  141.3

受動部品  253,496  94.0  41,324  147.2

その他  1,166  2.9  －  －

合計  8,203,984  117.8  1,148,650  113.3

製品の種類別区分 金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

集積回路  7,266,047  88.8  124.0

機能部品  660,532  8.1  86.8

受動部品  251,589  3.1  90.0

その他  1,166  0.0  2.9

合計  8,179,336  100.0  117.9
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