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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）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）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）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）

(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2四半期26年3月期第2四半期26年3月期第2四半期26年3月期第2四半期 3,1013,1013,1013,101 3.13.13.13.1 9999 △77.5△77.5△77.5△77.5 93939393 160.5160.5160.5160.5 84848484 281.9281.9281.9281.9
25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期 3,0073,0073,0073,007 5.45.45.45.4 42424242 294.1294.1294.1294.1 36363636 △9.6△9.6△9.6△9.6 22222222 ――――

（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2四半期26年3月期第2四半期26年3月期第2四半期26年3月期第2四半期 219百万円219百万円219百万円219百万円 （―％）（―％）（―％）（―％） 25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期 6百万円6百万円6百万円6百万円 （―％）（―％）（―％）（―％）

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2四半期26年3月期第2四半期26年3月期第2四半期26年3月期第2四半期 11.5211.5211.5211.52 ――――
25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期25年3月期第2四半期 3.023.023.023.02 ――――

(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2四半期26年3月期第2四半期26年3月期第2四半期26年3月期第2四半期 8,3588,3588,3588,358 3,3373,3373,3373,337 39.939.939.939.9 452.71452.71452.71452.71
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2四半期  3,337百万円26年3月期第2四半期  3,337百万円26年3月期第2四半期  3,337百万円26年3月期第2四半期  3,337百万円 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 ―――― 1.001.001.001.00
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） ―――― 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、対前期増減率）（％表示は、対前期増減率）（％表示は、対前期増減率）（％表示は、対前期増減率）

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

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2Q26年3月期2Q26年3月期2Q26年3月期2Q 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2Q26年3月期2Q26年3月期2Q26年3月期2Q 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2Q26年3月期2Q26年3月期2Q26年3月期2Q 7,371,504 株7,371,504 株7,371,504 株7,371,504 株 25年3月期2Q25年3月期2Q25年3月期2Q25年3月期2Q 7,371,525 株7,371,525 株7,371,525 株7,371,525 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
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づ本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づ本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づ本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な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、当社としてその実現を約束するものではありません。実際の業績等は今後の様々な要因によって予想と大きく異なる可能性があります。いており、当社としてその実現を約束するものではありません。実際の業績等は今後の様々な要因によって予想と大きく異なる可能性があります。いており、当社としてその実現を約束するものではありません。実際の業績等は今後の様々な要因によって予想と大きく異なる可能性があります。いており、当社としてその実現を約束するものではありません。実際の業績等は今後の様々な要因によって予想と大きく異なる可能性があります。
（決算補足説明資料の入手方法）（決算補足説明資料の入手方法）（決算補足説明資料の入手方法）（決算補足説明資料の入手方法）
平成25年12月４日（水）に開催予定の機関投資家・アナリスト向け決算説明会後、速やかに当社ホームページに掲載する予定です。平成25年12月４日（水）に開催予定の機関投資家・アナリスト向け決算説明会後、速やかに当社ホームページに掲載する予定です。平成25年12月４日（水）に開催予定の機関投資家・アナリスト向け決算説明会後、速やかに当社ホームページに掲載する予定です。平成25年12月４日（水）に開催予定の機関投資家・アナリスト向け決算説明会後、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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀の金融緩和や政府の経済政策を背景に底堅く推移してお

りますが、実体経済への波及はまだ十分ではなく、来春の消費税増税による個人消費への影響や海外経済の下振れ

リスクもあり、依然として先行き不透明感が残る状況で推移しております。

当社グループが属する電子部品業界におきましては、スマートフォンやタブレットといった移動体通信機器向け

は好調な需要を持続しているものの、他方スマートフォン等の多機能化の影響を受けたテレビ、パソコン、デジタ

ルカメラ向けといった民生機器向け需要は低迷しました。

このような環境のなかで当社グループは、スマートフォン等の移動体通信機器向けの販売が堅調に推移したほ

か、為替の円安効果もあり、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,101,559千円（前年同期比3.1％増）、

営業利益は人件費や減価償却費等の固定費の増加により9,508千円（同77.5％減）、経常利益は為替差益の計上も

あり93,874千円（同160.5％増）、四半期純利益は84,905千円（同281.9％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）

水晶製品事業は、スマートフォン及び無線モジュール向けにおいて市場競争が激化しているものの、需要は引

き続き好調を持続した一方、パソコン、デジタルカメラなどの市場縮小傾向に伴い、民生機器向けの需要が低調

に推移しました。

以上の結果、水晶製品事業の売上高は3,060,513千円（前年同期比3.5％増）、セグメント利益は98,710千円

（前年同期比179.8％増）となりました。

（その他の電子部品事業）

その他の電子部品事業は、平均販売価格の上昇や為替の円安効果もありましたが、抵抗器の生産縮小及びイン

ダクタの生産終了により、販売数量が半減した影響が大きく、収益性は低下しました。

以上の結果、その他の電子部品事業の売上高は41,046千円（前年同期比19.4％減）、セグメント損失は4,835

千円（前年同期は764千円のセグメント利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四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104,357千円、受取手形及び売掛金の減

少267,818千円、商品及び製品の増加152,364千円、建設仮勘定の減少216,610千円等により、前連結会計年度末か

ら490,193千円減少し、8,358,866千円となりました。負債合計は、短期借入金の減少227,758千円、１年内返済予

定の長期借入金の減少255,959千円、賞与引当金の増加107,556千円、長期借入金の減少301,248千円等により、前

連結会計年度末から695,222千円減少し、5,021,707千円となりました。純資産合計は、利益剰余金の増加70,162千

円、その他有価証券評価差額金の増加12,276千円、為替換算調整勘定の増加122,590千円等により、前連結会計年

度末から205,029千円増加し、3,337,159千円となりました。

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

前年同期比

売上高 千円2,956,335 千円3,060,513 ％3.5

セグメント（経常）利益 千円35,273 千円98,710 ％179.8

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

前年同期比

売上高 千円50,945 千円41,046 ％△19.4

セグメント（経常）利益又は

損失（△）
千円764 千円△4,835 ％－
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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２四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745,236千円（前年同期は391,897千円の獲

得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益93,408千円、減価償却費332,595千円、賞与引当金の増

加107,556千円、売上債権の減少342,101千円、たな卸資産の増加114,431千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２四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115,286千円（前年同期は567,745千円の使

用）となりました。これは主に定期預金の預入による支出490,983千円、定期預金による払戻による収入620,090千

円、有形固定資産取得による支出10,105千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２四半期連結累計機関において財務活動の結果使用した資金は912,359千円（前年同期は350,434千円の獲

得）となりました。これは主に短期借入金の減少（純額）232,479千円、長期借入金の返済による支出557,207千

円、長期未払金返済による支出85,506千円、配当金の支払額14,427千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

現時点における通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました業績予想から変更ご

ざいません。今後の業績推移に応じて、修正の必要が生じた場合は速やかに公表いたします。

（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

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
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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 1,382,842 1,278,485

受取手形及び売掛金 1,696,688 1,428,869

商品及び製品 377,933 530,297

仕掛品 388,420 388,992

原材料及び貯蔵品 735,602 731,960

繰延税金資産 2,384 14,575

その他 210,224 133,062

貸倒引当金 △6,380 △6,956

流動資産合計 4,787,716 4,499,287

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 483,658 483,050

機械装置及び運搬具（純額） 2,548,116 2,536,969

工具、器具及び備品（純額） 64,739 63,575

土地 415,429 415,429

リース資産（純額） 17,640 15,172

建設仮勘定 241,620 25,009

有形固定資産合計 3,771,204 3,539,208

無形固定資産

ソフトウエア 3,387 3,707

その他 13,105 12,155

無形固定資産合計 16,492 15,863

投資その他の資産

投資有価証券 142,269 164,446

破産更生債権等 74,500 82,250

その他 133,627 142,211

貸倒引当金 △76,750 △84,400

投資その他の資産合計 273,646 304,507

固定資産合計 4,061,343 3,859,578

資産合計 8,849,059 8,358,866
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 794,512 809,266

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

短期借入金 1,094,359 866,601

1年内返済予定の長期借入金 922,381 666,422

未払法人税等 12,628 15,491

賞与引当金 39,486 147,042

設備関係支払手形 75,961 81,371

その他 358,442 330,153

流動負債合計 3,337,772 2,956,349

固定負債

社債 160,000 140,000

長期借入金 1,665,123 1,363,875

繰延税金負債 3,596 10,211

退職給付引当金 212,188 212,137

役員退職慰労引当金 97,650 105,000

長期未払金 227,891 223,978

その他 12,707 10,156

固定負債合計 2,379,157 2,065,358

負債合計 5,716,930 5,021,707

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 1,444,417

自己株式 △17,779 △17,779

株主資本合計 3,384,806 3,454,968

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 18,292

為替換算調整勘定 △258,692 △136,101

その他の包括利益累計額合計 △252,676 △117,809

純資産合計 3,132,129 3,337,159

負債純資産合計 8,849,059 8,358,866
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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：千円）

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 3,007,280 3,101,559

売上原価 2,320,437 2,402,601

売上総利益 686,843 698,957

販売費及び一般管理費 644,658 689,448

営業利益 42,184 9,508

営業外収益

受取利息 1,245 876

受取配当金 1,243 1,267

為替差益 － 100,208

その他 16,730 4,414

営業外収益合計 19,219 106,767

営業外費用

支払利息 17,714 16,129

社債利息 － 409

為替差損 5,251 －

その他 2,400 5,863

営業外費用合計 25,366 22,402

経常利益 36,037 93,874

特別利益

固定資産売却益 175 －

特別利益合計 175 －

特別損失

固定資産売却損 － 171

固定資産除却損 95 294

退職特別加算金 125 －

特別損失合計 220 465

税金等調整前四半期純利益 35,992 93,408

法人税、住民税及び事業税 13,031 20,693

法人税等調整額 725 △12,190

法人税等合計 13,757 8,503

少数株主損益調整前四半期純利益 22,234 84,905

四半期純利益 22,234 84,905
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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：千円）

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 22,234 84,905

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33,533 12,276

為替換算調整勘定 17,541 122,590

その他の包括利益合計 △15,992 134,867

四半期包括利益 6,242 219,772

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,242 219,772
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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 35,992 93,408

減価償却費 288,490 332,595

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,006 107,556

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,347 △51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,830 7,350

受取利息及び受取配当金 △2,488 △2,127

支払利息 17,714 16,539

為替差損益（△は益） 47 △26

有形固定資産売却損益（△は益） △175 171

有形固定資産除却損 95 294

売上債権の増減額（△は増加） 42,706 342,101

たな卸資産の増減額（△は増加） △263,488 △114,431

仕入債務の増減額（△は減少） 219,294 △94,645

未収入金の増減額（△は増加） 7,753 27,341

未払金の増減額（△は減少） 2,199 △792

その他 50,636 64,215

小計 416,331 779,488

利息及び配当金の受取額 2,485 2,076

利息の支払額 △17,438 △18,326

法人税等の支払額 △9,480 △18,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 391,897 745,236

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 △425,646 △490,983

定期預金の払戻による収入 489,016 620,090

有形固定資産の取得による支出 △628,164 △10,105

有形固定資産の売却による収入 628 157

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 △3,221 △3,289

その他 △358 △357

投資活動によるキャッシュ・フロー △567,745 115,286

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） 269,591 △232,479

長期借入れによる収入 500,248 －

長期借入金の返済による支出 △373,679 △557,207

社債の償還による支出 － △20,000

自己株式の取得による支出 △13 －

配当金の支払額 △14,743 △14,427

長期未払金の返済による支出 △28,912 △85,506

リース債務の返済による支出 △2,057 △2,739

財務活動によるキャッシュ・フロー 350,434 △912,359

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,381 42,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 181,967 △9,715

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 872,514 695,985
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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）

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）

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 2,956,335 50,945 3,007,280 3,007,280

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 2,956,335 50,945 3,007,280 3,007,280

セグメント利益 35,273 764 36,037 36,037

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 36,037

四半期連結損益計算書の経常利益 36,037

（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 3,060,513 41,046 3,101,559 3,101,559

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 3,060,513 41,046 3,101,559 3,101,559

セグメント利益 98,710 △4,835 93,874 93,874

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 93,874

四半期連結損益計算書の経常利益 93,874

リバーエレテック(株) (6666) 平成26年３月期 第2四半期決算短信

- 9 -




