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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 17,059 4.2 1,766 37.3 2,094 73.3 1,403 62.7
25年3月期第2四半期 16,369 10.0 1,286 109.5 1,208 142.3 862 228.4

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,238百万円 （239.9％） 25年3月期第2四半期 658百万円 （―％）

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2四半期 44.25 43.83
25年3月期第2四半期 27.21 26.99

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第2四半期 38,437 29,477 76.4 926.14
25年3月期 35,499 27,458 77.1 863.53
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  29,368百万円 25年3月期  27,385百万円

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  
 当社は平成25年度に創立70周年を迎えるため、平成26年３月期末の株主様に対して、１株当たり３円の記念配当を実施する予定です。このため、平成26年３
月期の期末配当金は、普通配当８円、記念配当３円の合計11円と予想しております。 

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
26年3月期 ― 7.00
26年3月期（予想） ― 11.00 18.00

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  ：  有   

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 33,500 6.8 3,000 40.3 3,000 9.4 2,000 7.1 63.07



(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、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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

※  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   ：  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2Q 34,057,923 株 25年3月期 34,057,923 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,347,184 株 25年3月期 2,344,655 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 31,712,098 株 25年3月期2Q 31,693,907 株



   

   

※ 当社は、11月に投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料については、開催後速やかに当 

  社ホームページに掲載する予定です。  
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（１）経営成績に関する説明 

当期の経営成績 

《全般的概要》 

[経営及び事業環境] 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策等により円高の是正や株価の回復が鮮明となり、

製造業や輸出産業を中心に業績が持ち直し傾向となりました。また、雇用環境や個人消費にも一定の復調の兆しが見え

ました。 

 世界経済においては、米国経済は堅調な民間需要を背景に回復傾向となりました。欧州経済は全体として底入れとみ

られるも緊縮財政が続いていることもあり厳しい状況となりました。中国経済は減速感があるものの安定した成長を維

持し、アジア新興国経済は貿易の停滞に内需の減速が加わり成長が弱いものとなりました。 

 当社グループにおきましては生産拠点の海外移管など経営の効率化や原価低減活動を積極的に進めてきました。 

[連結業績] 

 このような環境の下で当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は170億59百万円（前年同期比4.2％増）、

営業利益は17億66百万円（同37.3％増）、経常利益は20億94百万円（同73.3％増）、四半期純利益は14億３百万円（同

62.7％増）となりました。 

  

《セグメントの業績》 

[日本] 

 自動車関連製品は安全装置用部品、エコカー関連部品が好調でしたが、エコカー補助金終了の反動や震災復興需要の

一巡により顧客での生産調整の影響を受けた他、輸出取引の停滞も重なり販売は減少となりました。また、ＨＤＤ用サ

スペンションはパソコン需要低迷の影響を受け販売が減少しました。その結果、売上高は130億25百万円（前年同期比

2.3％減）となりましたが、円高の是正効果により、セグメント利益は15億85百万円（同20.8％増）となりました。 

  

[米国] 

 米国子会社の自動車関連製品の販売は前年同様に堅調を維持し、光通信部品は好調だった第１四半期から更に伸長し

ました。結果として、売上高は17億71百万円（同29.8％増）、セグメント利益は77百万円（同34.2％増）となりまし

た。 

  

[アジア] 

 中国子会社の自動車関連製品は依然として中国国内での日本車需要の回復が鈍く、前年実績を下回りました。ベトナ

ム子会社のプリンター関連製品販売は前年同水準となりました。タイ子会社はプリンター関連製品の販売が振るわなか

ったものの自動車関連製品の販売は前年に比べ伸長しました。また、香港子会社はプリンター関連製品、光通信部品の

販売が好調に推移しました。結果として、売上高は37億69百万円（同24.4％増）、セグメント利益は３億45百万円（同

134.5％増）となりました。 

  

《製品区分別の売上業績》 

  

[精密機能材料] 

 精密機能材料は、エコカー補助金終了の反動や海外輸出取引の停滞等が影響し、弁ばね材料及び異形材料それぞれ前

年実績を下回りました。その結果、売上高は19億49百万円（前年同期比4.3％減）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

製品区分の名称 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

増  減 自 平成24年４月１日 

至 平成24年９月30日 

自 平成25年４月１日 

至 平成25年９月30日 

 金  額  構成比  金  額  構成比 金  額  前期比 

  

精密機能材料 

精密機能部品 

サスペンション 

プリンター関連 

デジトロ精密部品 

その他製品 

 百万円 

 

 

 

 

 

 

2,037

9,342

2,289

1,626

987

85

 ％ 

 

 

 

 

 

 

12.4

57.1

14.0

9.9

6.0

0.6

 百万円 

   

   

   

   

   

   

1,949

9,836

2,250

1,784

1,168

69

 ％ 

 

   

   

   

   

   

11.4

57.7

13.2

10.5

6.9

0.3

 百万円 

 

 

 

 

 

 

△87

494

△38

157

181

△16

 ％ 

 

 

 

 

 

 

△4.3

5.3

△1.7

9.7

18.3

△18.7

合 計  16,369  100.0    17,059    100.0  690  4.2
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[精密機能部品] 

 米国子会社は前年同様に堅調な販売を維持しましたが、中国子会社では日本車需要の回復が鈍く厳しい状況となりま

した。タイ子会社は前年に比べエンジン用部品等が増加し、新規販売を始めたプレス部品も順調に推移しました。日本

国内は安全装置用部品、エコカー関連部品が好調でしたが、顧客の生産調整の影響を受けて主にエンジン用部品の販売

が減少となりました。全体としては、円高是正効果もあり、売上高は98億36百万円（同5.3％増)となりました。 

   

[サスペンション] 

 ＨＤＤ用サスペンションはパソコン販売の落ち込みの影響を受けたものの、円高是正効果もあり、売上高は22億50百

万円（同1.7％減）となりました。 

   

[プリンター関連] 

 香港子会社では樹脂ローラが前年同期に比べ売上が伸長しました。しかし、内需減速の影響を受けたベトナム子会社

は前年同水準にとどまり、タイ子会社では前年を下回りました。売上高は円高是正効果もあり、17億84百万円（同

9.7％増）となりました。 

   

[デジトロ精密部品] 

 米国及び香港子会社での光通信部品の販売が好調に推移し、売上高は11億68百万円（同18.3％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

①資産・負債・純資産の状況  

[資産]   

 総資産は、384億37百万円（前連結会計年度末比29億37百万円増）となりました。これは、現金及び預金が12億32百

万円、受取手形及び売掛金が４億40百万円、有形固定資産「その他」に含まれる建設仮勘定が２億23百万円、株価の上

昇により投資有価証券が４億84百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

  

[負債] 

 負債は、89億59百万円（前連結会計年度末比９億18百万円増）となりました。これは、支払手形及び買掛金が６億80

百万円、流動負債「その他」に含まれる未払金が２億44百万円、未払法人税等が１億28百万円増加し、借入金返済によ

り短期借入金が２億78百万円減少したこと等によるものであります。 

  

[純資産] 

 純資産は、294億77百万円（前連結会計年度末比20億18百万円増）となりました。これは、利益剰余金が配当により

２億53百万円減少したものの四半期純利益により14億３百万円、為替変動により為替換算調整勘定が５億22百万円増加

したことの他、株価の上昇によりその他有価証券評価差額金３億13百万円の増加等によるものであります。 

  

②当期キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物は、97億65百万円（前連結会計年度末比12億32百万円増）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

  

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、26億16百万円の収入（前年同期比６億58百万円増）となりました。これは、

税金等調整前四半期純利益（20億78百万円）、減価償却費（９億39百万円）等の増加要因に対し、法人税等の支払（５

億25百万円）等の減少要因があったことによります。 

  

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、９億57百万円の支出（前年同期は10億12百万円の支出）となりました。これ

は、主に固定資産の取得による支出（９億69百万円）があったことによります。 

  

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、６億９百万円の支出（前年同期は３億44百万円の支出）となりました。これ

は、主に短期借入金の返済による支出（３億９百万円）と配当金の支払（２億55百万円）があったことによります。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました業績予想から修正しておりま

す。詳細につきましては、本日発表の「平成26年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

（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。   

   

   

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,682 9,915

受取手形及び売掛金 6,873 7,313

商品及び製品 1,194 1,164

仕掛品 1,342 1,563

原材料及び貯蔵品 1,334 1,346

その他 427 452

流動資産合計 19,855 21,756

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,808 3,902

機械装置及び運搬具（純額） 4,434 4,538

その他（純額） 2,518 2,827

有形固定資産合計 10,761 11,268

無形固定資産 182 193

投資その他の資産   

投資有価証券 4,245 4,730

その他 455 488

投資その他の資産合計 4,701 5,218

固定資産合計 15,644 16,680

資産合計 35,499 38,437

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,780 4,460

短期借入金 278 －

未払法人税等 498 626

役員賞与引当金 － 11

賞与引当金 349 368

その他 2,129 2,302

流動負債合計 7,036 7,769

固定負債   

退職給付引当金 544 516

その他 460 674

固定負債合計 1,004 1,190

負債合計 8,040 8,959
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,808 4,808

資本剰余金 2,744 2,744

利益剰余金 19,575 20,724

自己株式 △896 △897

株主資本合計 26,231 27,380

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,742 2,056

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △589 △67

その他の包括利益累計額合計 1,153 1,988

新株予約権 73 108

純資産合計 27,458 29,477

負債純資産合計 35,499 38,437
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 16,369 17,059

売上原価 13,144 13,266

売上総利益 3,224 3,792

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 347 327

報酬及び給料手当 552 592

役員賞与引当金繰入額 12 11

賞与引当金繰入額 64 72

退職給付費用 53 45

その他 907 976

販売費及び一般管理費合計 1,937 2,026

営業利益 1,286 1,766

営業外収益   

受取配当金 47 44

物品売却益 36 40

為替差益 － 230

その他 28 21

営業外収益合計 112 337

営業外費用   

支払利息 9 8

為替差損 178 －

その他 2 1

営業外費用合計 190 9

経常利益 1,208 2,094

特別利益   

新株予約権戻入益 39 －

その他 1 1

特別利益合計 40 1

特別損失   

固定資産廃棄損 25 17

その他 0 0

特別損失合計 25 17

税金等調整前四半期純利益 1,223 2,078

法人税、住民税及び事業税 349 666

法人税等調整額 11 8

法人税等合計 361 675

少数株主損益調整前四半期純利益 862 1,403

四半期純利益 862 1,403
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 862 1,403

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △343 313

繰延ヘッジ損益 0 △1

為替換算調整勘定 138 522

その他の包括利益合計 △203 835

四半期包括利益 658 2,238

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 658 2,238

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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 1,223 2,078

減価償却費 893 939

引当金の増減額（△は減少） 53 0

受取利息及び受取配当金 △52 △49

支払利息 9 8

固定資産廃棄損 25 17

売上債権の増減額（△は増加） 161 △137

たな卸資産の増減額（△は増加） 361 12

仕入債務の増減額（△は減少） △257 473

その他 41 △243

小計 2,458 3,097

利息及び配当金の受取額 52 50

利息の支払額 △13 △6

法人税等の支払額 △539 △525

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,958 2,616

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,039 △969

固定資産の売却による収入 25 13

貸付金の回収による収入 1 1

その他 － △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,012 △957

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） － △309

長期借入金の返済による支出 △17 －

配当金の支払額 △284 △255

自己株式の取得による支出 △0 △1

その他 △42 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー △344 △609

現金及び現金同等物に係る換算差額 19 182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 619 1,232

現金及び現金同等物の期首残高 8,148 8,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,768 9,765
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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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用 百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社の業務管理部門等にかかる

費用であります。  

   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。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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 百万円には、セグメント間取引消去８百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用 百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社の業務管理部門等にかかる

費用であります。  

   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。 

（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）

  日本 米国 アジア 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  12,242  1,363  2,762  16,369  －  16,369

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 1,094  1  267  1,363  △1,363  －

計  13,337  1,365  3,030  17,733  △1,363  16,369

セグメント利益   1,312  58  147  1,517  △230  1,286

△230

△235

  日本 米国 アジア 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  11,986  1,770  3,303  17,059  －  17,059

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 1,039  0  466  1,506  △1,506  －

計  13,025  1,771  3,769  18,566  △1,506  17,059

セグメント利益  1,585  77  345  2,009  △242  1,766

△242

△251
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 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

   

  当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1) 北アメリカ………米国、メキシコ 

    (2) ヨーロッパ………ドイツ、スイス 

    (3) アジア……………中国、韓国、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、インド、シンガポール

    (4) その他の地域……ブラジル 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

  

４．海外売上高

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）   1,877  366  5,237  163  7,644

Ⅱ 連結売上高（百万円）     16,369

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％）  
 11.5  2.2  32.0  1.0  46.7

  北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）   2,256  343  5,724  190  8,514

Ⅱ 連結売上高（百万円）     17,059

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 
 13.2  2.0  33.6  1.1  49.9
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