
  

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 

  

２．配当の状況 
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  （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  7,708  △8.7  △125  －  11  －  91  △5.3

25年３月期第１四半期  8,444  △10.4  240  △62.2  △165  －  96  △54.4

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 455百万円（ ％） △9.0   25年３月期第１四半期 500百万円 （ ％） 40.2

  
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  1.58  －

25年３月期第１四半期  2.14  －

  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  65,122  28,545  42.3

25年３月期  65,137  28,146  41.8

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 27,571百万円   25年３月期 27,213百万円 

  
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  － 3.00 － 1.00  4.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   1.00 － 1.00  2.00

（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）  14,000  △17.1  △100  －  △500  －  0  －  0.00

通期  30,000  △5.3  500  －  △200  －  50  △80.5  0.87

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 60,991,922株 25年３月期 60,991,922株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 3,374,321株 25年３月期 3,374,311株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 57,617,606株 25年３月期１Ｑ 45,019,564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レビュー手続きの対象外であり、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きは終了しておりません。

業績予想につきましては、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、多分に不確定要素を含んでおり

ます。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項

については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。
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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、新政権の金融緩和策による円高是正とそれに伴う企業の業績

回復を期待した株高が進み、景気回復の兆しが見えました。一方で、輸入原燃料等諸資材の価格上昇、中国や新興

国の成長鈍化、欧州債務問題の長期化などもあり、先行き不透明な情勢が続いております。 

 こうした状況のもと、当社グループにおきましては、将来の主力事業の一つと期待するモバイル端末向けのＮＦ

Ｃ用アンテナシートは伸長しました。一方、自動車向けのリチウムイオン電池正極材料等の立ち上がりがいまだ遅

れております。また、前連結会計年度においてエンジニアリング事業を譲渡したこともあり、売上高は7,708百万

円（前年同四半期比8.7％減）、原燃料価格上昇や在庫（製品及び仕掛品）削減に取り組んだ影響もあり、営業損

失は125百万円（前年同四半期は営業利益240百万円）となりました。 

 なお、円安による為替差益252百万円等があり、経常利益は11百万円（前年同四半期は経常損失165百万円）、役

員退職慰労引当金戻入額157百万円等があり、四半期純利益は91百万円（前年同四半期比5.3％減）となりました。

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は65,122百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円減少いたし

ました。これは主に受取手形及び売掛金が727百万円増加したものの、有価証券が500百万円、有形固定資産が429

百万円減少したこと等によります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は36,577百万円となり、前連結会計年度末に比べ413百万円減少いた

しました。これは主に、支払手形及び買掛金が715百万円増加したものの、短期借入金が595百万円、未払法人税

等、引当金等が減少したこと等によります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は28,545百万円となり、前連結会計年度末に比べ399百万円増加い

たしました。これは主に、為替換算調整勘定が340百万円増加したこと等によります。 

 この結果、自己資本比率は42.3％（前連結会計年度末は41.8％）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15日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結

業績予想に変更はありません。 

   

   

（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：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 7,797 7,763

受取手形及び売掛金 7,239 7,966

有価証券 1,000 500

商品及び製品 2,932 2,747

仕掛品 1,990 1,925

原材料及び貯蔵品 1,818 2,062

その他 2,814 2,207

貸倒引当金 △37 △40

流動資産合計 25,554 25,133

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,398 6,640

機械装置及び運搬具（純額） 8,776 9,259

土地 6,411 6,411

建設仮勘定 8,548 7,415

その他（純額） 561 539

有形固定資産合計 30,696 30,266

無形固定資産   

のれん 281 274

その他 603 597

無形固定資産合計 884 872

投資その他の資産   

その他 8,018 8,876

貸倒引当金 △15 △25

投資その他の資産合計 8,002 8,850

固定資産合計 39,582 39,989

資産合計 65,137 65,122
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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 3,524 4,239

短期借入金 13,580 12,985

1年内返済予定の長期借入金 4,293 4,445

未払法人税等 242 87

引当金 232 82

その他 2,262 2,292

流動負債合計 24,136 24,133

固定負債   

長期借入金 7,682 7,626

退職給付引当金 2,225 2,258

その他の引当金 308 156

その他 2,638 2,401

固定負債合計 12,854 12,443

負債合計 36,990 36,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,477 7,477

資本剰余金 17,468 17,468

利益剰余金 3,768 3,803

自己株式 △1,531 △1,531

株主資本合計 27,183 27,218

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7 △10

為替換算調整勘定 22 363

その他の包括利益累計額合計 30 353

少数株主持分 932 973

純資産合計 28,146 28,545

負債純資産合計 65,137 65,122
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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 8,444 7,708

売上原価 6,970 6,681

売上総利益 1,473 1,027

販売費及び一般管理費   

従業員給料 296 203

その他 936 948

販売費及び一般管理費合計 1,233 1,152

営業利益又は営業損失（△） 240 △125

営業外収益   

受取利息 17 23

受取配当金 9 9

為替差益 － 252

有価証券売却益 0 －

その他 85 61

営業外収益合計 111 347

営業外費用   

支払利息 105 90

持分法による投資損失 134 88

為替差損 253 －

その他 24 31

営業外費用合計 518 210

経常利益又は経常損失（△） △165 11

特別利益   

関係会社株式売却益 － 48

役員退職慰労引当金戻入額 － 157

国庫補助金 733 －

特別利益合計 733 206

特別損失   

固定資産処分損 3 1

投資有価証券評価損 323 －

その他 0 －

特別損失合計 327 1

税金等調整前四半期純利益 240 216

法人税、住民税及び事業税 72 46

法人税等調整額 75 74

法人税等合計 148 121

少数株主損益調整前四半期純利益 92 94

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4 3

四半期純利益 96 91
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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 92 94

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 41 △17

為替換算調整勘定 259 172

持分法適用会社に対する持分相当額 107 205

その他の包括利益合計 408 360

四半期包括利益 500 455

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 479 414

少数株主に係る四半期包括利益 21 40
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  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

（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）
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