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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 8,336 1.8 877 22.8 1,173 60.9 773 54.0
25年3月期第1四半期 8,191 19.3 714 234.5 729 205.9 502 313.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,225百万円 （145.6％） 25年3月期第1四半期 499百万円 （225.9％）

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 24.41 24.23
25年3月期第1四半期 15.86 15.75

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 36,726 28,428 77.2 894.19
25年3月期 35,499 27,458 77.1 863.53
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  28,356百万円 25年3月期  27,385百万円

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  
 当社は平成25年度に創立70周年を迎えるため、平成26年３月期末の株主様に対して、１株当たり３円の記念配当を実施する予定です。このため、平成26年３
月期の期末配当金は、普通配当８円、記念配当３円の合計11円と予想しております。 

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

25年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 7.00 ― 11.00 18.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 17,000 3.9 1,600 24.3 1,900 57.2 1,200 39.1 37.84
通期 32,000 2.0 2,400 12.3 2,400 △12.5 1,700 △9.0 53.61



(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  

(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
四半期財務諸表のレビュー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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績等の変
化により、上記予想数値と異なる場合があります。 

※  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   ：  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 34,057,923 株 25年3月期 34,057,923 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,345,638 株 25年3月期 2,344,655 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 31,712,706 株 25年3月期1Q 31,692,329 株
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（１）経営成績に関する説明 

当期の経営成績  

《全般的概要》 

[経営及び事業環境] 

 緩やかなデフレ経済が続く中、現政権下での金融政策や財政政策などの経済対策等により円高基調が是正され、製造

業や輸出産業を中心に業績が改善しました。また雇用環境や個人消費の面でも改善が見られるなど、相対的に景気は回

復基調の様相となりました。 

 一方、世界経済については、米国経済は緩やかな回復傾向が続き、雇用環境の改善を受けて失業率が低下し個人消費

が拡大しました。欧州経済は依然として大幅な緊縮措置や金融不安の残存により景気の低迷が続きました。中国経済は

GDP成長率が緩やかになり景気拡大のテンポは鈍化しました。ASEAN地域は、全体として成長率は低下しました。  

[連結業績]  

 このような環境の下で当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は83億36百万円（前年同期比1.8％増）、

営業利益は８億77百万円（同22.8％増）、経常利益は11億73百万円（同60.9％増）、四半期純利益は７億73百万円（同

54.0％増）となりました。 

  

《セグメントの業績》 

[日本] 

 昨年９月まで続いたエコカー補助金効果の反動や震災復興需要の一巡により、自動車関連製品の販売は減少しまし

た。また、デジトロ関連、プリンター関連製品の製造・販売を海外拠点への移管を進めました。その結果、売上高は64

億83百万円（前年同期比4.8％減）となりましたが、円高基調の是正効果があり、セグメント利益８億26百万円は（同 

7.5％増）となりました。 

  

[米国] 

 米国子会社の光通信部品の販売は好調でしたが、自動車関連製品の売上は昨年と同水準となり、売上高は８億４百万

円（同22.0％増）、自動車関連製品でのコスト増をカバーしきれずセグメント利益は18百万円（同27.5％減）となりま

した。 

  

[アジア]  

 中国子会社の自動車関連製品は中国での日本車の需要回復が鈍く前年実績を下回り、ベトナム子会社のプリンター関

連製品販売は前年同水準となりました。タイ子会社は洪水の影響がなくなり各種製品の販売が伸長しました。また、香

港子会社はプリンター関連製品・光通信部品の販売が好調に推移しました。この結果、売上高は17億31百万円（同

26.2％増）、セグメント利益は１億43百万円（同238.8％増）となりました。 

  

《製品区分別の売上業績》 

  

[精密機能材料]  

 精密機能材料は、昨年９月まで続いたエコカー補助金効果の反動や震災復興需要が一巡したこと、また海外輸出取引

の停滞等が影響しました。その結果、精密材料・精密異形材料ともに前年実績を下回り、売上高は９億48百万円（前年

同期比8.6％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

製品区分の名称 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

増  減 自 平成24年４月１日 

至 平成24年６月30日 

自 平成25年４月１日 

至 平成25年６月30日 

 金  額  構成比  金  額  構成比 金  額  前期比 

  

精密機能材料 

精密機能部品 

サスペンション 

プリンター関連 

デジトロ精密部品 

その他製品 

 百万円 

 

 

 

 

 

 

1,037

4,716

1,198

689

499

49

 ％ 

 

 

 

 

 

 

12.7

57.6

14.6

8.4

6.1

0.6

 百万円 

   

   

   

   

   

   

948

4,822

1,211

778

540

34

 ％ 

 

   

   

   

   

   

11.4

57.9

14.5

9.3

6.5

0.4

 百万円 

 

 

 

 

 

 

△89

106

13

88

40

△14

 ％ 

 

 

 

 

 

 

△8.6

2.3

1.1

12.9

8.2

△29.5

合 計  8,191  100.0    8,336    100.0  145  1.8



[精密機能部品] 

 精密機能部品は、タイ子会社における洪水の影響がなくなり前年同期に比べ伸長しました。国内は精密機能材料と同

様の理由により、また他の拠点でも厳しい状況となりましたが、円高基調の是正効果もあり、売上高は48億22百万円

（同2.3％増)となりました。 

  

[サスペンション] 

 ＨＤＤ用サスペンションの需要は引き続き厳しい状況にありますが、外貨取引が中心であるため円高基調の是正効果

もあり、売上高は12億11百万円（同1.1％増）となりました。 

  

[プリンター関連] 

 ベトナム子会社では前年同水準、香港・タイの各子会社では売上が伸長し、売上高は７億78百万円（同12.9％増）と

なりました。 

  

[デジトロ精密部品] 

 米国での光通信部品の販売が好調だったため、売上高は５億40百万円（同8.2％増）となりました。  

  
 （２）財政状態に関する説明 

［資産］ 

 総資産は、367億26百万円（前連結会計年度末比12億27百万円増）となりました。これは、現金及び預金が３億51百

万円、受取手形及び売掛金が３億95百万円、有形固定資産「その他」に含まれる建設仮勘定が２億円、株価の上昇によ

り投資有価証券が２億48百万円それぞれ増加し、原材料及び貯蔵品が１億３百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

  

［負債］ 

 負債は、82億98百万円（同２億57百万円増）となりました。これは、支払手形及び買掛金が２億65百万円、流動負債

「その他」に含まれる未払金が１億24百万円増加し、確定納税等により未払法人税等が２億21百万円、賞与支給により

賞与引当金が１億69百万円減少したこと等によるものであります。 

  

［純資産］ 

 純資産は、284億28百万円（同９億69百万円増）となりました。これは、利益剰余金が配当により２億53百万円減少

したものの、四半期純利益により７億73百万円増加したことの他、その他有価証券評価差額金１億61百万円や為替換算

調整勘定２億91百万円の増加等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました業績

予想から修正しております。詳細につきましては、本日発表の「平成26年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想の

修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

（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。     

   

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：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 8,682 9,034

受取手形及び売掛金 6,873 7,269

商品及び製品 1,194 1,206

仕掛品 1,342 1,413

原材料及び貯蔵品 1,334 1,231

その他 427 403

流動資産合計 19,855 20,559

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,808 3,833

機械装置及び運搬具（純額） 4,434 4,444

その他（純額） 2,518 2,738

有形固定資産合計 10,761 11,017

無形固定資産 182 178

投資その他の資産   

投資有価証券 4,245 4,494

その他 455 477

投資その他の資産合計 4,701 4,971

固定資産合計 15,644 16,167

資産合計 35,499 36,726

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,780 4,046

短期借入金 278 349

未払法人税等 498 276

役員賞与引当金 － 6

賞与引当金 349 180

その他 2,129 2,360

流動負債合計 7,036 7,219

固定負債   

退職給付引当金 544 530

その他 460 548

固定負債合計 1,004 1,078

負債合計 8,040 8,298



（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 4,808 4,808

資本剰余金 2,744 2,744

利益剰余金 19,575 20,095

自己株式 △896 △896

株主資本合計 26,231 26,751

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,742 1,903

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △589 △298

その他の包括利益累計額合計 1,153 1,605

新株予約権 73 71

純資産合計 27,458 28,428

負債純資産合計 35,499 36,726



（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 8,191 8,336

売上原価 6,523 6,476

売上総利益 1,668 1,859

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 175 159

報酬及び給料手当 271 276

役員賞与引当金繰入額 5 6

賞与引当金繰入額 32 34

退職給付費用 28 23

その他 440 482

販売費及び一般管理費合計 954 982

営業利益 714 877

営業外収益   

受取配当金 47 43

物品売却益 15 17

為替差益 － 228

その他 14 11

営業外収益合計 76 301

営業外費用   

為替差損 55 －

支払利息 4 3

その他 1 0

営業外費用合計 61 4

経常利益 729 1,173

特別利益   

その他 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産廃棄損 0 12

その他 0 0

特別損失合計 0 13

税金等調整前四半期純利益 728 1,161

法人税、住民税及び事業税 103 260

法人税等調整額 122 126

法人税等合計 225 387

少数株主損益調整前四半期純利益 502 773

四半期純利益 502 773



（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利益 502 773

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △250 161

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 246 291

その他の包括利益合計 △3 451

四半期包括利益 499 1,225

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 499 1,225

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。     

   

該当事項はありません。     

   

Ⅰ 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） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                            （単位：百万円） 

（注）１ セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去△５百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用 百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社の業務管理部門等にかか

る費用であります。  

   ２ セグメント利益は、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。  

  

Ⅱ 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） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                            （単位：百万円） 

（注）１ セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去２百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用 百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社の業務管理部門等にかかる

費用であります。  

   ２ セグメント利益は、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）

  日本 米国 アジア 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  6,281  659  1,250  8,191  －  8,191

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 530  0  121  652  △652  －

計  6,812  659  1,372  8,843  △652  8,191

セグメント利益   768  26  42  837  △122  714

△122

△117

  日本 米国 アジア 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  5,981  804  1,551  8,336  －  8,336

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 502  0  180  683  △683  －

計  6,483  804  1,731  9,019  △683  8,336

セグメント利益  826  18  143  988  △110  877

△110

△113



 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） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北アメリカ………米国、メキシコ 

    (2) ヨーロッパ………ドイツ、スイス 

    (3) アジア……………中国、韓国、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、インド、シンガポール

    (4) その他の地域……ブラジル 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

４．海外売上高

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）   920  187  2,514  82  3,704

Ⅱ 連結売上高（百万円）     8,191

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％）  
 11.2  2.3  30.7  1.0  45.2

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）   1,039  148  2,855  101  4,145

Ⅱ 連結売上高（百万円）     8,336

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 
 12.5  1.8  34.3  1.2  49.7
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