
  

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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コード番号  5988 ＵＲＬ   http://www.piolax.co.jp

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  島津 幸彦

問合せ先責任者 （役職名）  経営管理部経理グループリーダー （氏名）  郷原 慎一 ＴＥＬ   045-731-1211

四半期報告書提出予定日  平成25年８月９日 配当支払開始予定日  －

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  12,614  △1.2  1,509  △11.7  1,749  △8.7  1,339  11.3

25年３月期第１四半期  12,772  26.4  1,709  133.0  1,915  139.5  1,203  125.1

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 2,566百万円（ ％） 40.6   25年３月期第１四半期 1,825百万円 （ ％） 105.8

  
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  107.65  －

25年３月期第１四半期  96.72  －

  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  67,584  56,978  83.0

25年３月期  64,109  54,345  84.0

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 56,070百万円   25年３月期 53,822百万円 

  
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  － 17.50 － 27.50  45.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   17.50 － 17.50  35.00

（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）  24,800  △1.8  2,400  △23.8  2,600  △25.8  1,800  △21.0  144.71

通期  50,600  4.4  5,300  2.1  5,800  0.4  3,800  1.1  305.50

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無
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※  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： 有

（注）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

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 13,084,700株 25年３月期 13,084,700株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 646,039株 25年３月期 646,039株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 12,438,661株 25年３月期１Ｑ 12,438,687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。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「（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。
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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のわが国経済は、新政権の金融緩和等の各種政策による期待から、景気回復の兆し
が見えてまいりましたが、中国経済の減速や欧州債務危機の問題等、依然として先行き不透明な状況が続いてお
ります。 
 当社グループの主要なお取引先である自動車業界につきましては、エコカー補助金終了等による国内生産の減
少により、国内生産台数は2,289千台と前年同期比7.5％の減少となりました。 
 このような需要環境のもと当社グループといたしましては、お取引先からのニーズを確実に捕捉し、グローバ
ルに拡販活動を継続的に推進いたしましたが、連結売上高は 百万円と、前期比 百万円（ ％）の減収
となりました。 
 一方利益面におきましては、より一層の合理化を推進いたしましたが主に減収になったことにより、連結営業
利益は 百万円（前期比 ％減）、連結経常利益は 百万円（前期比 ％減）、連結四半期純利益は
受取補償金を334百万円特別利益として計上したことにより 百万円（前期比 ％増）となりました。 
    
 セグメントの業績は、次のとおりであります。  
（自動車関連等） 
 グローバルに拡販活動を積極的に推進いたしましたが、売上高は 百万円（前期比 ％減）となりまし
た。一方利益面においては、収益改善活動を推進いたしましたが、減収により営業利益は 百万円（前期比

％減）となりました。  
  
（医療機器） 
 新製品の売上が順調に伸びた結果、売上高は 百万円（前期比 ％増）となり、増収および経費節減効果か
ら、営業利益も 百万円（前期比 ％増）と増収増益となりました。 
  

（２）財政状態に関する説明 
 当第１四半期末の資産合計は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、有形固定資産の増加等により 百万
円増加し、 百万円となりました。 
 負債合計は、買掛金の増加等により 百万円増加し、 百万円となりました。  
 純資産合計は、利益剰余金、為替換算調整勘定の増加等により 百万円増加し、 百万円となりまし
た。 
  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明  
 第２四半期連結会計期間及び通期の業績予想につきましては、平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短
信」で公表した数値から変更しておりません。 
 なお、本業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいて作成
しており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
  
  

（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 

①税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

     

（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

12,614 157 1.2

1,509 11.7 1,749 8.7
1,339 11.3

11,829 1.7
1,638

11.6

785 7.2
38 262.3

3,474
67,584

841 10,605
2,632 56,978

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 14,881 15,670

受取手形及び売掛金 10,626 11,522

有価証券 187 187

商品及び製品 3,264 3,150

仕掛品 1,245 1,393

原材料及び貯蔵品 1,341 1,349

その他 2,077 2,367

貸倒引当金 △38 △39

流動資産合計 33,584 35,600

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,398 4,479

機械装置及び運搬具（純額） 5,438 6,033

工具、器具及び備品（純額） 1,369 1,606

土地 4,722 4,738

リース資産（純額） 80 80

建設仮勘定 1,497 1,582

有形固定資産合計 17,507 18,520

無形固定資産   

のれん 0 9

その他 608 657

無形固定資産合計 609 666

投資その他の資産   

投資有価証券 11,281 11,646

その他 1,126 1,149

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 12,408 12,796

固定資産合計 30,524 31,983

資産合計 64,109 67,584
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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   

買掛金 2,127 2,440

短期借入金 625 681

未払法人税等 882 718

引当金 805 444

その他 2,829 3,769

流動負債合計 7,271 8,053

固定負債   

引当金 113 147

資産除去債務 18 18

その他 2,360 2,385

固定負債合計 2,492 2,551

負債合計 9,763 10,605

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,960 2,960

資本剰余金 2,696 2,696

利益剰余金 49,325 50,322

自己株式 △710 △710

株主資本合計 54,273 55,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 863 893

為替換算調整勘定 △1,314 △93

その他の包括利益累計額合計 △451 799

少数株主持分 523 908

純資産合計 54,345 56,978

負債純資産合計 64,109 67,584
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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 12,772 12,614

売上原価 9,254 9,223

売上総利益 3,517 3,391

販売費及び一般管理費 1,807 1,881

営業利益 1,709 1,509

営業外収益   

受取利息 4 7

受取配当金 12 15

持分法による投資利益 147 142

その他 74 84

営業外収益合計 239 250

営業外費用   

支払利息 4 1

為替差損 9 －

固定資産廃棄損 3 1

賃貸収入原価 2 2

その他 13 5

営業外費用合計 33 10

経常利益 1,915 1,749

特別利益   

受取補償金 － 334

特別利益合計 － 334

税金等調整前四半期純利益 1,915 2,083

法人税等 687 737

少数株主損益調整前四半期純利益 1,228 1,345

少数株主利益 25 6

四半期純利益 1,203 1,339
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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 1,228 1,345

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △106 △0

為替換算調整勘定 715 1,054

持分法適用会社に対する持分相当額 △11 166

その他の包括利益合計 597 1,220

四半期包括利益 1,825 2,566

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,770 2,590

少数株主に係る四半期包括利益 55 △23
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  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） 

１．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） 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

             （単位:百万円） 

（注）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。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

重要な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）

（セグメント情報等）

  自動車関連等 医療機器 合計  

売上高           

 外部顧客に対する売上高   12,039  732  12,772

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  
 －  －  －

計   12,039  732  12,772

セグメント利益   1,854  10  1,865

利益  金額  

報告セグメント計   1,865

 全社費用（注）   △164

 セグメント間取引消去   12

 その他の調整額   △3

連結損益計算書の営業利益   1,709
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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） 

１．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） 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

             （単位:百万円） 

（注）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。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

重要な該当事項はありません。  

   

  自動車関連等 医療機器 合計  

売上高           

 外部顧客に対する売上高   11,829  785  12,614

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  
 －  －  －

計   11,829  785  12,614

セグメント利益   1,638  38  1,677

利益  金額  

報告セグメント計   1,677

 全社費用（注）   △177

 セグメント間取引消去   12

 その他の調整額   △3

連結損益計算書の営業利益   1,509
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[所在地別セグメント情報] 

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） 

    

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） 

   

    

（参考資料）

  
日本 

（百万円） 

北米 

（百万円）

アジア 

（百万円）

その他 

（百万円）

合計 

（百万円） 

消去 

又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売上高         

(1)外部顧客に対する売上高  8,958  1,520  1,806  486  12,772  －  12,722

(2)セグメント間の内部売上高  1,014  13  260  1  1,289  △1,289  －

 計  9,973  1,534  2,066  487  14,061  △1,289  12,722

 営業利益  1,479  95  206  52  1,833  △123  1,709

  
日本 

（百万円） 

北米 

（百万円）

アジア 

（百万円）

その他 

（百万円）

合計 

（百万円） 

消去 

又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売上高         

(1)外部顧客に対する売上高  7,520  1,956  2,570  566  12,614  －  12,614

(2)セグメント間の内部売上高  1,022  8  271  1  1,303  △1,303  －

 計  8,543  1,965  2,841  568  13,918  △1,303  12,614

 営業利益  1,222  185  110  64  1,583  △73  1,509
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