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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 5,866 5.3 321 199.6 361 ― 338 ―
25年3月期第1四半期 5,571 △13.5 107 △48.9 26 △77.6 △27 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 376百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △45百万円 （―％）

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 5.30 ―
25年3月期第1四半期 △0.42 ―

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 18,190 5,223 28.7
25年3月期 18,041 4,847 26.9
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,223百万円 25年3月期  4,847百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（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

通期 24,200 6.7 1,200 172.3 1,000 146.4 900 221.5 14.09



(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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合の注記」に該当しておりま 
す。詳細は、添付資料４ページ 「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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
半期財務諸表の四半期レビュー手続は、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 
本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  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   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 63,870,025 株 25年3月期 63,870,025 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 502 株 25年3月期 502 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 63,869,523 株 25年3月期1Q 63,869,561 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新興国経済の減速の影響による海外経済の下振れ

やアベノミクスへの期待感の縮小が成長ペースを抑制する可能性はあるものの、昨年末を底に持ち直し

の基調を示しております。円安や株高の進展等により企業収益・輸出・生産活動に改善の動きが見え始

めており、今後はこれらが家計所得や設備投資の増加にも波及することで、更なる景気回復が期待され

ております。 

半導体・電子部品業界におきましては、自動車関連向けは引き続き堅調を維持しており、またアジア

でのスマートフォン市場は未だ拡大基調にあります。なお、産業機器向けや民生機器向けについても在

庫調整の進展を背景に一部で回復基調を示すなど、市場は総じて緩やかな回復が続いております。ま

た、電気エネルギーの効率的な利用を促進する太陽光発電や電気自動車をはじめとするクリーンエネル

ギー市場は、今後も需要が拡大することが見込まれております。 

このような事業環境のもと、当社は特に成長市場と位置付ける車載（ハイブリッド車・電気自動

車）、太陽光発電、LED照明、産業機器市場向けに製販一体となった取り組みを行ってまいりました。

今後、民生機器市場(特にアジア圏)において厳しい価格競争が続くことが懸念されますが、競争力維

持に向けての対応策を実施中であります。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が前年同期比２億94百万円（5.3%）増の

58億66百万円となりました。うち製品は同２億13百万円（6.5%）増の34億69百万円、商品は同81百万円

（3.5%）増の23億97百万円となりました。 

事業別には  

①ディスクリート事業は、ハイブリッド車を始めとする環境対応車、クリーンエネルギー、LED照明及

び産業機器向けが前年同期に比べ増加し、売上高は前年同期比１億12百万円（6.1%）増の19億57百万

円となりました。 

②モジュール事業は、昨年末からの市場の立ち上がりを背景に、主力とするインバータ、工作機械、車

載向け等の需要が伸長し、売上高は前年同期比１億円（7.2%）増の15億12百万円となりました。 

③商品事業は、カスタム電源等の開発商品は販売先のモデルチェンジ時期の影響等もあり減少しました

が、アミューズメント向けの液晶パネル販売でこれをカバーし、売上高は前年同期を上回ることがで

きました。 

損益面におきましては、生産拠点の再編や日々の原価低減策に加え、当第１四半期連結累計期間は特

に適切な需給調整と在庫コントロールの実行による短期納入への対応力向上により、納期要因に起因す

る売上機会損失の低減に注力し、利益の拡大を目指してまいりました。この結果、営業利益は前年同期

比２億14百万円増の３億21百万円となりました。事業別では、ディスクリート事業は前年同期比２億７

百万円増の２億34百万円、モジュール事業は前年同期比82百万円増の１億93百万円、商品事業は前年同

期比67百万円減の１億17百万円の利益となりました。なお、この他に営業経費として、全社費用を前年

同期比８百万円増の２億23百万円計上いたしました。経常利益は、円安による為替差益64百万円を計上

したことなどから、前年同期比３億35百万円増の３億61百万円となり、四半期純利益は、前年同期比３

億65百万円増の３億38百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ１億49百万円増加の181億90百万

円となりました。主な要因といたしましては、受取手形及び売掛金が７億29百万円増加し、現金及び預

金が６億円減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末と比べ２億26百万円減少の129億66百万円となりました。主な要因といた

しましては、未払金が２億５百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ３億76百万円増加の52億23百万円となりました。主な要因といた

しましては、利益剰余金が３億38百万円増加したことによるものであります。 

  

通期の業績予想に関しましては、平成25年５月10日の決算発表時点と変更はありません。  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合の注記) 

 （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

主として、当社及び国内連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法につい

て、定率法（ただし、建物（建物付属設備を含む）については定額法）を採用しておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

 この変更は、成長市場と位置付ける車載向けや太陽光発電など環境・省エネルギー関連向けの製品が

中心になっていくことにより今後は長期安定的な稼動が見込まれることから、定率法より定額法に基づ

く減価償却が設備の稼働状況及び経済実態をより適切に反映すると判断したことによるものでありま

す。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそ

れぞれ12百万円増加しております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 5,581 4,980

受取手形及び売掛金 4,102 4,831

商品及び製品 1,767 1,642

仕掛品 1,470 1,532

原材料及び貯蔵品 782 853

前渡金 0 4

未収入金 97 66

繰延税金資産 5 10

その他 66 79

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 13,868 13,996

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,420 1,391

機械装置及び運搬具（純額） 414 391

土地 868 868

リース資産（純額） 455 461

建設仮勘定 2 49

その他（純額） 67 67

有形固定資産合計 3,230 3,231

無形固定資産 37 36

投資その他の資産

投資有価証券 579 607

長期前払費用 98 97

保証金 60 55

繰延税金資産 25 25

その他 166 167

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 904 926

固定資産合計 4,172 4,194

資産合計 18,041 18,190
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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 2,648 2,683

短期借入金 7,635 7,636

リース債務 289 298

未払金 440 235

未払費用 115 114

未払法人税等 33 32

賞与引当金 13 25

リース資産減損勘定 148 193

その他 83 81

流動負債合計 11,408 11,301

固定負債

リース債務 505 461

繰延税金負債 33 42

退職給付引当金 611 639

長期リース資産減損勘定 225 100

資産除去債務 19 19

事業整理損失引当金 329 343

その他 60 58

固定負債合計 1,785 1,665

負債合計 13,193 12,966

純資産の部

株主資本

資本金 2,234 2,234

資本剰余金 1,750 1,750

利益剰余金 1,190 1,529

自己株式 △0 △0

株主資本合計 5,174 5,513

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42 60

為替換算調整勘定 △369 △350

その他の包括利益累計額合計 △327 △289

純資産合計 4,847 5,223

負債純資産合計 18,041 18,190
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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 5,571 5,866

売上原価 4,608 4,677

売上総利益 963 1,189

販売費及び一般管理費 856 867

営業利益 107 321

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 1 1

仕入割引 1 1

物品売却益 8 3

為替差益 － 64

雑収入 8 27

営業外収益合計 19 99

営業外費用

支払利息 58 47

為替差損 26 －

雑支出 15 11

営業外費用合計 100 58

経常利益 26 361

特別利益

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

固定資産除却損 3 0

災害による損失 37 －

特別損失合計 40 0

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（△）

△14 362

法人税等 12 23

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（△）

△27 338

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27 338
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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（△）

△27 338

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6 17

為替換算調整勘定 △12 19

その他の包括利益合計 △18 37

四半期包括利益 △45 376

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △45 376

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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） 

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は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

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。 

  

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) 

１.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は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

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）

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

ディスクリート 
事業

モジュール
事業

商品
事業

計

売上高

  外部顧客への 
  売上高

1,845 1,411 2,315 5,571 ― 5,571

計 1,845 1,411 2,315 5,571 ― 5,571

 セグメント 
   利益

26 110 184 322 △215 107

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

ディスクリート 
事業

モジュール
事業

商品
事業

計

売上高

  外部顧客への 
  売上高

1,957 1,512 2,397 5,866 ― 5,866

計 1,957 1,512 2,397 5,866 ― 5,866

 セグメント 
    利益

234 193 117 545 △223 321
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２.報告セグメントの変更等に関する事項 

「２．サマリー情報(注記事項）に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正

再表示」に記載のとおり、当社および国内連結子会社の有形固定資産（リース資産を除く）について、

当第１四半期連結会計期間より減価償却方法を従来の定率法(ただし、建物(建物付属設備を含む)につ

いては定額法）から定額法に変更しております。 

この変更により、従来の方法に比べて当第１四半期連結累計期間のセグメント利益は、ディスクリー

ト事業で５百万円、モジュール事業で５百万円、商品事業で０百万円、調整額で１百万円それぞれ増加

しております。 
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