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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 15,352 3.3 459 ― 1,172 ― 742 ―
25年3月期第1四半期 14,855 4.4 △289 ― △472 ― △708 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,218百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △2,807百万円 （―％）

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 16.72 ―
25年3月期第1四半期 △15.95 ―

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 145,858 131,651 85.2
25年3月期 147,420 130,074 83.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  124,242百万円 25年3月期  122,792百万円

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  
26年3月期の配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― 12.00 ― 10.00 22.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 30,100 2.6 950 ― 950 ― 100 ― 2.25
通期 63,000 8.4 2,300 ― 2,600 296.8 700 ― 15.76



(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ます。なお、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しており、当社としてその実現を約束する趣旨の 
  ものではありません。実際の業績等は、当社製品の需給の急速な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など 
  様々な状況により異なる場合があり得ることをご承知おきください。なお、業績予想に関する事項は、［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。  
２．平成26年3月期の配当予想につきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されるため、現時点では未定とさせていただき、今後の業績などを総合的に勘案
  いたしました上で、公表が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

※  注記事項

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 45,886,739 株 25年3月期 45,886,739 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,462,114 株 25年3月期 1,461,880 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 44,424,786 株 25年3月期1Q 44,425,567 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世界経済は、米国では緩やかな景気回復が持続しているものの、欧州では政

府債務問題が長期化し、中国においては景気の拡大テンポが鈍化してきており、総じて不透明な状況で推移しまし

た。 

 一方、国内経済は、海外景気の動向による下振れ懸念があるものの、各種政策の効果により、生産や輸出などに

改善の動きがみられ、景気は着実に持ち直しております。 

 このような状況のなか、当社グループは、前期より推進している構造改革を継続すると共に、新規事業の拡販と

既存製品の収益改善をはかりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は153億５千２百万円(前年同期比3.3％増)となりました。

このうち海外売上高は、アジア市場での売上げが伸びたことから88億６千万円(前年同期比17.2％増)となり、国内

売上高は64億９千１百万円(前年同期比11.0％減)となりました。収益面では、構造改革の効果から営業利益は４億

５千９百万円(前年同期は営業損失２億８千９百万円)、また、為替差益の影響により経常利益は11億７千２百万円

(前年同期は経常損失４億７千２百万円)、四半期純利益は７億４千２百万円(前年同期は四半期純損失７億８百万

円)となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりです。 

① 電子部品事業 

 蛍光表示管は、車載用途や家電用途が伸び悩み、売上げは前年同期を下回りましたが、蛍光表示管モジュール

の売上げは、前年同期を上回りました。 

 有機ＥＬディスプレイは、携帯電話など通信機器用途が減少したことから、売上げは前年同期を下回りました

が、タッチパネルは、家電用途が伸展し、前年同期を大きく上回りました。 

 以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は57億７百万円(前年同期比0.6％減)となりました。 

  

② 電子機器事業 

 ホビー用ラジコン機器および模型用エンジンにつきましては、海外、国内市場共に需要が低迷したことから、

売上げは前年同期を下回りました。 

 産業用ラジコン機器は、トラッククレーン向けの需要がやや落ち着いてきたものの、農業関連向けのテレコン

トロール製品が伸びたことから、売上げは前年同期をやや上回りました。 

 ロボット用機能部品は、大手パートワーク(分冊百科)販売会社に供給しているコマンド方式サーボモーターが

好調に推移したことから、売上げは前年同期を上回りました。 

 以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は19億９千５百万円(前年同期比15.1％増)となりました。 

  

③ 生産器材事業 

 プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートなどにつきまして、海外では、中国およびタイ市場

が順調に推移したことに加え、韓国市場においてもタブレット端末向けの需要が増加したことから、売上げは前

年同期を上回りました。  

 国内では、既存製品の販売方法見直しやモールドマーシャリングシステムなどの成形合理化関連の新製品を市

場投入したものの、売上げは前年同期を下回りました。 

 以上の結果、当事業の外部顧客に対する売上高は76億４千８百万円(前年同期比3.7％増)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総資産は、現金及び預金や商品及び製品の減少および有形固定資産の増加などに

より、前連結会計年度末に比べ15億６千１百万円減少し1,458億５千８百万円となりました。 

 負債は、未払費用や退職給付引当金の減少および支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比

べ31億３千８百万円減少し142億６百万円となりました。 

 純資産は、為替換算調整勘定や利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ15億７千７百万円増加し

1,316億５千１百万円となりました。この結果、自己資本比率は85.2％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25年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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 62,351 60,458

受取手形及び売掛金 16,678 16,544

有価証券 6,252 6,395

商品及び製品 4,126 3,885

仕掛品 2,376 2,429

原材料及び貯蔵品 5,900 5,862

その他 1,084 1,123

貸倒引当金 △94 △105

流動資産合計 98,676 96,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,242 12,705

機械装置及び運搬具（純額） 8,023 8,650

工具、器具及び備品（純額） 609 613

土地 16,375 16,425

リース資産（純額） 109 127

建設仮勘定 1,900 1,366

有形固定資産合計 39,262 39,890

無形固定資産 1,143 1,146

投資その他の資産   

投資有価証券 7,439 7,311

その他 1,053 1,061

貸倒引当金 △155 △144

投資その他の資産合計 8,337 8,227

固定資産合計 48,743 49,264

資産合計 147,420 145,858
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,872 4,160

短期借入金 439 446

未払費用 5,584 2,260

未払法人税等 422 430

賞与引当金 749 550

その他 1,639 1,882

流動負債合計 12,709 9,732

固定負債   

長期借入金 15 11

退職給付引当金 3,209 2,958

役員退職慰労引当金 36 47

その他 1,375 1,457

固定負債合計 4,636 4,474

負債合計 17,345 14,206

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 89,983 90,282

自己株式 △3,276 △3,276

株主資本合計 130,860 131,158

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 639 823

為替換算調整勘定 △8,706 △7,739

その他の包括利益累計額合計 △8,067 △6,916

少数株主持分 7,281 7,409

純資産合計 130,074 131,651

負債純資産合計 147,420 145,858
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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 14,855 15,352

売上原価 12,011 12,367

売上総利益 2,844 2,985

販売費及び一般管理費 3,134 2,525

営業利益又は営業損失（△） △289 459

営業外収益   

受取利息 99 98

受取配当金 57 66

為替差益 － 427

作業くず売却益 61 58

その他 48 74

営業外収益合計 267 725

営業外費用   

支払利息 3 4

貸倒引当金繰入額 △2 △2

為替差損 343 －

その他 105 10

営業外費用合計 449 12

経常利益又は経常損失（△） △472 1,172

特別利益   

固定資産売却益 7 40

その他 0 －

特別利益合計 8 40

特別損失   

固定資産廃棄損 8 17

特別退職金 － 33

その他 0 0

特別損失合計 9 51

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△473 1,161

法人税、住民税及び事業税 141 232

法人税等調整額 △40 △29

法人税等合計 101 203

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△574 957

少数株主利益 133 215

四半期純利益又は四半期純損失（△） △708 742
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△574 957

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △425 188

為替換算調整勘定 △1,807 1,071

その他の包括利益合計 △2,232 1,260

四半期包括利益 △2,807 2,218

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,662 1,894

少数株主に係る四半期包括利益 △145 324
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

セグメント情報 

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又は損失の金額に関する情報 

(単位:百万円)

 (注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．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損失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又は損失の金額に関する情報 

(単位:百万円)

 (注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額０百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．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 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  5,743  1,734  7,378  14,855  －  14,855

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  0  0  △0  －

計  5,743  1,734  7,378  14,855  △0  14,855

セグメント利益又は 
損失(△) 

 △705  155  260  △289  －  △289

  

  

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

電子部品 電子機器 生産器材 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  5,707  1,995  7,648  15,352  －  15,352

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 3  1  0  5  △5  －

計  5,711  1,997  7,648  15,357  △5  15,352

セグメント利益又は 
損失(△) 

 △479  327  610  459  0  459
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