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（百万円未満切捨て）（百万円未満切捨て）（百万円未満切捨て）（百万円未満切捨て）

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）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）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）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）

(1) 連結経営成績（累計）(1) 連結経営成績（累計）(1) 連結経営成績（累計）(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）（％表示は、対前年同四半期増減率）（％表示は、対前年同四半期増減率）（％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益 経常利益経常利益経常利益経常利益 四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益
百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 百万円百万円百万円百万円 ％％％％

26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期 1,4991,4991,4991,499 △2.5△2.5△2.5△2.5 28282828 99.799.799.799.7 94949494 559.3559.3559.3559.3 91919191 759.7759.7759.7759.7
25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期 1,5371,5371,5371,537 7.37.37.37.3 14141414 △13.9△13.9△13.9△13.9 14141414 △66.5△66.5△66.5△66.5 10101010 △71.6△71.6△71.6△71.6

（注）包括利益（注）包括利益（注）包括利益（注）包括利益 26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期 175百万円175百万円175百万円175百万円 （―％）（―％）（―％）（―％） 25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期 58百万円58百万円58百万円58百万円 （―％）（―％）（―％）（―％）

1株当たり四半期純利益1株当たり四半期純利益1株当たり四半期純利益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潜在株式調整後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潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
円 銭円 銭円 銭円 銭 円 銭円 銭円 銭円 銭

26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期 12.4412.4412.4412.44 ――――
25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期25年3月期第1四半期 1.451.451.451.45 ――――

(2) 連結財政状態(2) 連結財政状態(2) 連結財政状態(2) 連結財政状態
総資産総資産総資産総資産 純資産純資産純資産純資産 自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率 1株当たり純資産1株当たり純資産1株当たり純資産1株当たり純資産

百万円百万円百万円百万円 百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 円 銭円 銭円 銭円 銭

26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期26年3月期第1四半期 8,6658,6658,6658,665 3,2933,2933,2933,293 38.038.038.038.0 446.77446.77446.77446.77
25年3月期25年3月期25年3月期25年3月期 8,8498,8498,8498,849 3,1323,1323,1323,132 35.435.435.435.4 424.90424.90424.90424.90
（参考） 自己資本  （参考） 自己資本  （参考） 自己資本  （参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,293百万円26年3月期第1四半期  3,293百万円26年3月期第1四半期  3,293百万円26年3月期第1四半期  3,293百万円 25年3月期  3,132百万円25年3月期  3,132百万円25年3月期  3,132百万円25年3月期  3,132百万円

2.  配当の状況2.  配当の状況2.  配当の状況2.  配当の状況
年間配当金年間配当金年間配当金年間配当金

第1四半期末第1四半期末第1四半期末第1四半期末 第2四半期末第2四半期末第2四半期末第2四半期末 第3四半期末第3四半期末第3四半期末第3四半期末 期末期末期末期末 合計合計合計合計
円 銭円 銭円 銭円 銭 円 銭円 銭円 銭円 銭 円 銭円 銭円 銭円 銭 円 銭円 銭円 銭円 銭 円 銭円 銭円 銭円 銭

25年3月期25年3月期25年3月期25年3月期 ―――― 1.001.001.001.00 ―――― 2.002.002.002.00 3.003.003.003.00
26年3月期26年3月期26年3月期26年3月期 ――――
26年3月期（予想）26年3月期（予想）26年3月期（予想）26年3月期（予想） 1.001.001.001.00 ―――― 2.002.002.002.00 3.003.003.003.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  （注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  （注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  （注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無無無無

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）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）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）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）（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高売上高売上高売上高 営業利益営業利益営業利益営業利益 経常利益経常利益経常利益経常利益 当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 1株当たり当期1株当たり当期1株当たり当期1株当たり当期
純利益純利益純利益純利益

百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 百万円百万円百万円百万円 ％％％％ 円 銭円 銭円 銭円 銭

第2四半期(累計)第2四半期(累計)第2四半期(累計)第2四半期(累計) 3,2973,2973,2973,297 9.79.79.79.7 37373737 △11.2△11.2△11.2△11.2 21212121 △41.6△41.6△41.6△41.6 15151515 △30.4△30.4△30.4△30.4 2.102.102.102.10
通期通期通期通期 6,8066,8066,8066,806 9.69.69.69.6 118118118118 ―――― 96969696 △28.6△28.6△28.6△28.6 83838383 △25.5△25.5△25.5△25.5 11.3411.3411.3411.34

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  （注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  （注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  （注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無無無無



※  注記事項※  注記事項※  注記事項※  注記事項

(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）  ：  (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）  ：  (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）  ：  (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）  ：  無無無無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無無無無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無  ：  無  ：  無  ：  無
② ①以外の会計方針の変更② ①以外の会計方針の変更② ①以外の会計方針の変更② ①以外の会計方針の変更   ：  無  ：  無  ：  無  ：  無
③ 会計上の見積りの変更③ 会計上の見積りの変更③ 会計上の見積りの変更③ 会計上の見積りの変更   ：  無  ：  無  ：  無  ：  無
④ 修正再表示④ 修正再表示④ 修正再表示④ 修正再表示   ：  無  ：  無  ：  無  ：  無

(4) 発行済株式数（普通株式）(4) 発行済株式数（普通株式）(4) 発行済株式数（普通株式）(4) 発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q26年3月期1Q26年3月期1Q26年3月期1Q 7,492,652 株7,492,652 株7,492,652 株7,492,652 株 25年3月期25年3月期25年3月期25年3月期 7,492,652 株7,492,652 株7,492,652 株7,492,652 株
② 期末自己株式数② 期末自己株式数② 期末自己株式数② 期末自己株式数 26年3月期1Q26年3月期1Q26年3月期1Q26年3月期1Q 121,148 株121,148 株121,148 株121,148 株 25年3月期25年3月期25年3月期25年3月期 121,148 株121,148 株121,148 株121,148 株
③ 期中平均株式数（四半期累計）③ 期中平均株式数（四半期累計）③ 期中平均株式数（四半期累計）③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q26年3月期1Q26年3月期1Q26年3月期1Q 7,371,504 株7,371,504 株7,371,504 株7,371,504 株 25年3月期1Q25年3月期1Q25年3月期1Q25年3月期1Q 7,371,547 株7,371,547 株7,371,547 株7,371,547 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示※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、四半期連結財務諸表に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、四半期連結財務諸表に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、四半期連結財務諸表に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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。対する四半期レビュー手続きを実施中です。対する四半期レビュー手続きを実施中です。対する四半期レビュー手続きを実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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。なお、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】３ページ「連結より大きく異なる可能性があります。なお、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】３ページ「連結より大きく異なる可能性があります。なお、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】３ページ「連結より大きく異なる可能性があります。なお、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】３ページ「連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。業績予想に関する定性的情報」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におけるわが国経済は、政府の経済政策や海外経済の緩やかな回復を受けて景気回復

基調にありましたが、株価・為替といった金融指標の不安定な動きや新興国経済の成長鈍化傾向など、楽観視でき

ない状況で推移しました。

当社グループの主要な市場であります水晶製品業界におきましては、受注の伸び悩みや平均販売価格の下落な

ど、引き続き厳しい状況が続いております。

このような状況のなか、当社グループは、「超小型水晶デバイス」を軸にワールドワイドな営業展開を図るとと

もに生産効率の向上、固定費縮減などトータルコスト削減を推進し、「高付加価値企業」の実現に向け、収益の確

保に取り組んでまいりました。

当第１四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高1,499,469千円（前年同期比2.5％減）、営業利益

28,798千円（同99.7％増）、経常利益94,230千円（同559.3％増）、四半期純利益91,719千円（同759.7％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。

（水晶製品事業）

水晶製品の売上高は1,478,664千円（前年同期比2.2％減）となりました。スマートフォン向けは受注が好調で

あり、前年同期を上回りましたが、パソコン・周辺機器向けやデジタルカメラ向けの需要落ち込みの影響によ

り、減収となりました。セグメント利益は、受注数量の増加や原価削減効果に加え、円安による為替差益の発生

もあり90,494千円（前年同期比606.0％増）となりました。

（その他の電子部品事業）

その他の電子部品の売上高は20,804千円（前年同期比19.8％減）となりました。抵抗器及びインダクタの事業

縮小に伴い、受注数量が減少したことにより減収となりましたが、抵抗器事業における販売価格の上昇や原価低

減により収益性が向上し、セグメント利益は3,735千円（前年同期比153.3％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における資産合計は、現金及び預金の減少41,326千円、受取手形及び売掛金の減少

246,076千円、製品の増加203,547千円、機械装置及び運搬具の減少59,155千円、建設仮勘定18,997千円の減少等に

より、前連結会計年度末から183,874千円減少し、8,665,185千円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金

の増加12,473千円、短期借入金の減少216,906千円、1年内返済予定の長期借入金の減少108,859千円、賞与引当金

の増加75,063千円、長期借入金150,624千円の減少等により、前連結会計年度末から345,112千円減少し、

5,371,817千円となりました。純資産合計は、利益剰余金の増加76,976千円、為替換算調整勘定72,522千円の増加

等により、前連結会計年度末より161,237千円増加し、3,293,367千円となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

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

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

前年同期比

売上高 千円1,511,296 千円1,478,664 ％△2.2

セグメント利益 千円12,817 千円90,494 ％606.0

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

前年同期比

売上高 千円25,952 千円20,804 ％△19.8

セグメント利益 千円1,474 千円3,735 ％153.3
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キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は445,300千円（前年同期は205,696千円の獲

得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益94,178千円、減価償却費161,821千円、賞与引当金の増

加75,063千円、売上債権の減少289,803千円、たな卸資産の増加229,819千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は114,684千円（前年同期は56,728千円の使

用）となりました。これは主に定期預金の払戻による収入123,023千円、有形固定資産の取得による支出6,103千円

等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は529,603千円（前年同期は15,835千円の獲

得）となりました。これは主に短期借入金の減少（純額）220,635千円、長期借入金の返済による支出259,483千

円、長期未払金の返済による支出37,424千円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

当社グループの第１四半期の業績は円安による為替差益の計上もあり、一部当初の予定を上回って推移しており

ますが、為替差益の業績に与える影響につきましては今後の為替相場の状況により変動するため、平成25年５月10

日に公表いたしました「平成25年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の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。 

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．継続企業の前提に関する重要事象等

リバーエレテック(株) (6666)　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 3 -



４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

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 1,382,842 1,341,516

受取手形及び売掛金 1,696,688 1,450,611

商品及び製品 377,933 581,481

仕掛品 388,420 410,127

原材料及び貯蔵品 735,602 764,792

繰延税金資産 2,384 12,750

その他 210,224 102,850

貸倒引当金 △6,380 △6,600

流動資産合計 4,787,716 4,657,528

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 483,658 488,646

機械装置及び運搬具（純額） 2,548,116 2,488,961

工具、器具及び備品（純額） 64,739 60,578

土地 415,429 415,429

リース資産（純額） 17,640 16,355

建設仮勘定 241,620 222,622

有形固定資産合計 3,771,204 3,692,593

無形固定資産

ソフトウエア 3,387 3,693

その他 13,105 12,630

無形固定資産合計 16,492 16,324

投資その他の資産

投資有価証券 142,269 162,059

破産更生債権等 74,500 78,750

その他 133,627 138,879

貸倒引当金 △76,750 △80,950

投資その他の資産合計 273,646 298,739

固定資産合計 4,061,343 4,007,656

資産合計 8,849,059 8,665,185
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（単位：千円）

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 794,512 806,985

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

短期借入金 1,094,359 877,453

1年内返済予定の長期借入金 922,381 813,522

未払法人税等 12,628 14,373

賞与引当金 39,486 114,550

設備関係支払手形 75,961 77,307

その他 358,442 391,894

流動負債合計 3,337,772 3,136,086

固定負債

社債 160,000 160,000

長期借入金 1,665,123 1,514,499

繰延税金負債 3,596 9,919

退職給付引当金 212,188 212,620

役員退職慰労引当金 97,650 99,710

長期未払金 227,891 227,568

その他 12,707 11,413

固定負債合計 2,379,157 2,235,730

負債合計 5,716,930 5,371,817

純資産の部

株主資本

資本金 1,070,520 1,070,520

資本剰余金 957,810 957,810

利益剰余金 1,374,255 1,451,232

自己株式 △17,779 △17,779

株主資本合計 3,384,806 3,461,782

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,015 17,754

為替換算調整勘定 △258,692 △186,169

その他の包括利益累計額合計 △252,676 △168,415

純資産合計 3,132,129 3,293,367

負債純資産合計 8,849,059 8,665,185
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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：千円）

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 1,537,249 1,499,469

売上原価 1,201,122 1,131,204

売上総利益 336,127 368,264

販売費及び一般管理費 321,703 339,466

営業利益 14,423 28,798

営業外収益

受取利息 162 300

受取配当金 1,243 1,267

為替差益 2,082 73,504

その他 8,183 1,795

営業外収益合計 11,671 76,867

営業外費用

支払利息 9,402 8,808

社債利息 － 211

その他 2,400 2,415

営業外費用合計 11,802 11,436

経常利益 14,292 94,230

特別損失

固定資産売却損 － 51

固定資産除却損 9 －

退職特別加算金 125 －

特別損失合計 134 51

税金等調整前四半期純利益 14,157 94,178

法人税、住民税及び事業税 9,276 12,824

法人税等調整額 △5,787 △10,365

法人税等合計 3,488 2,458

少数株主損益調整前四半期純利益 10,668 91,719

四半期純利益 10,668 91,719
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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：千円）

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 10,668 91,719

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △26,776 11,738

為替換算調整勘定 74,905 72,522

その他の包括利益合計 48,128 84,261

四半期包括利益 58,797 175,980

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 58,797 175,980
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 14,157 94,178

減価償却費 128,504 161,821

貸倒引当金の増減額（△は減少） 178 △95

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,225 75,063

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,067 431

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,920 2,060

受取利息及び受取配当金 △1,406 △1,568

支払利息 9,402 9,020

為替差損益（△は益） 41 △22

有形固定資産売却損益（△は益） － 51

有形固定資産除却損 9 －

売上債権の増減額（△は増加） △76,265 289,803

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,018 △229,819

仕入債務の増減額（△は減少） 7,390 △66,524

未収入金の増減額（△は増加） 17,957 8,831

未払金の増減額（△は減少） 45,702 △12,788

その他 124,837 132,243

小計 218,865 462,688

利息及び配当金の受取額 1,379 1,726

利息の支払額 △8,479 △8,057

法人税等の支払額 △6,068 △11,056

営業活動によるキャッシュ・フロー 205,696 445,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △410 －

定期預金の払戻による収入 － 123,023

有形固定資産の取得による支出 △55,079 △6,103

有形固定資産の売却による収入 － 1

無形固定資産の取得による支出 － △226

投資有価証券の取得による支出 △1,662 △1,730

その他 424 △282

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,728 114,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 215,620 △220,635

長期借入れによる収入 268 －

長期借入金の返済による支出 △184,391 △259,483

長期未払金の返済による支出 － △37,424

自己株式の取得による支出 △13 －

配当金の支払額 △14,743 △10,628

リース債務の返済による支出 △905 △1,431

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,835 △529,603

現金及び現金同等物に係る換算差額 23,763 30,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,566 60,602

現金及び現金同等物の期首残高 690,546 705,701

現金及び現金同等物の四半期末残高 879,113 766,304
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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）

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

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）

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

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）

（４）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）

（単位：千円）

報告セグメント
合計

水晶製品 その他の電子部品 計

売上高

外部顧客への売上高 1,511,296 25,952 1,537,249 1,537,249

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － －

計 1,511,296 25,952 1,537,249 1,537,249

セグメント利益 12,817 1,474 14,292 14,292

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 14,292

四半期連結損益計算書の経常利益 14,292

（単位：千円）

報告セグメント
合計

水晶製品 その他の電子部品 計

売上高

外部顧客への売上高 1,478,664 20,804 1,499,469 1,499,469

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － －

計 1,478,664 20,804 1,499,469 1,499,469

セグメント利益 90,494 3,735 94,230 94,230

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 94,230

四半期連結損益計算書の経常利益 94,230

リバーエレテック(株) (6666)　平成26年３月期　第１四半期決算短信
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