
  

１．平成26年1月期第３四半期の連結業績（平成25年2月1日～平成25年10月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成26年1月期の連結業績予想（平成25年2月1日～平成26年1月31日） 
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  （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1月期第３四半期  1,093  5.6  △46  －  23  －  36  －

25年1月期第３四半期  1,035  △11.8  △95  －  △44  －  △48  －

（注）包括利益 26年1月期第３四半期 76百万円（ ％） －   25年1月期第３四半期 △73百万円 （ ％） －

  
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1月期第３四半期  5.57  －

25年1月期第３四半期  △7.42  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年1月期第３四半期  4,374  3,631  83.0

25年1月期  4,383  3,555  81.1

（参考）自己資本 26年1月期第３四半期 3,631百万円   25年1月期 3,555百万円 

  
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1月期  － 0.00 － 0.00  0.00

26年1月期  － 0.00 －    

26年1月期（予想）      0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  1,586  11.5  19 －  27  △76.1  22  △79.8  3.34

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

(注)詳細は、四半期決算短信（添付資料）P.2「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」をご覧ください。 

  

（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報告書の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、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続き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、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。業績予想に関する事項等については、四半期決算短信（添付資

料）P.2「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」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（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

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1月期３Ｑ 8,169,793株 25年1月期 8,169,793株

②  期末自己株式数 26年1月期３Ｑ 1,570,976株 25年1月期 1,569,676株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年1月期３Ｑ 6,599,557株 25年1月期３Ｑ 6,601,131株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における世界経済といたしましては、米国では実体経済が着実な回復を見せ、欧州経

済は政府債務問題や失業率の改善が遅れているものの主要国で景気回復の動きが見られました。また、中国、イン

ド等の新興国経済は比較的堅調に推移いたしました。 

 我が国経済におきましては、一連の経済政策を背景に円安による企業収益の回復、設備投資や雇用環境の改善と

合わせて個人消費が堅調に推移する等の緩やかな回復が進みました。 

 当電子部品業界といたしましては、自動車産業の活況により車載関連の需要は順調に推移いたしましたが、電子

機器ではスマートフォン、タブレット端末以外は低迷が続いており、産業機器分野では機械設備並びにエネルギー

関連の需要が堅調に推移いたしました。 

 この様な市場環境の中で当社グループは、小型フェライトコア並びにコイル・トランス製品を中心とした拡販活

動を国内外市場で積極的に展開いたしました。また、海外での製造原価低減と品質改善に取り組み、世界競争に打

ち勝つことの出来る高性能で高品質の製品を生産すべく活動を続けてまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は１０億９千３百万円（前年同期比５．６％の増加）となりました。内訳と

いたしましては、コイル・トランス販売は海外市場向けが伸び悩みましたが、フェライトコア販売は車載、産業機

器向けを中心に国内外市場で順調に推移したことから、売上全体としては前年同期を上回る結果となりました。 

 損益面では、売上高の増加、原価率の低減、経費等の削減努力により営業損失は４千６百万円（前年同期は９千

５百万円の営業損失）と前年同期と比べて大幅に縮小いたしました。経常利益は営業外収益における為替差益等に

より２千３百万円（前年同期は４千４百万円の経常損失）、四半期純利益は投資有価証券売却益等により３千６百

万円（前年同期は４千８百万円の四半期純損失）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて９百万円減少し、４３億７千４百

万円となりました。このうち、流動資産は２０億３千８百万円、固定資産は２３億３千５百万円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて８千５百万円減少し、７億４千２

百万円となりました。このうち、流動負債は１億６千８百万円、固定負債は５億７千４百万円となりました。   

  当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて７千５百万円増加し、３６億３

千１百万円となりました。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

    業績予想につきましては、平成25年9月10日に公表致しました当初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 

  (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

   当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年２月１日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  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

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１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 961,849 843,158

受取手形及び売掛金 356,622 424,229

商品及び製品 184,960 201,196

仕掛品 168,110 202,702

原材料及び貯蔵品 200,942 210,272

その他 119,799 156,805

貸倒引当金 △196 △216

流動資産合計 1,992,087 2,038,148

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 222,824 210,803

機械装置及び運搬具（純額） 23,871 22,536

土地 1,766,275 1,766,275

リース資産（純額） 3,737 2,771

その他（純額） 21,214 16,953

有形固定資産合計 2,037,922 2,019,339

無形固定資産 50,245 52,378

投資その他の資産   

投資有価証券 301,825 262,995

長期前払費用 1,708 1,078

その他 658 484

貸倒引当金 △535 △362

投資その他の資産合計 303,656 264,196

固定資産合計 2,391,824 2,335,914

資産合計 4,383,912 4,374,062
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 83,855 64,788

未払法人税等 10,100 6,039

未払費用 65,255 65,631

賞与引当金 5,298 9,271

その他 28,994 22,540

流動負債合計 193,504 168,271

固定負債   

リース資産減損勘定 2,314 453

繰延税金負債 19,315 10,046

再評価に係る繰延税金負債 237,721 237,721

退職給付引当金 115,436 63,193

役員退職慰労引当金 231,537 240,217

その他 28,661 22,785

固定負債合計 634,986 574,417

負債合計 828,491 742,688

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,966,818 1,966,818

資本剰余金 1,334,518 1,334,518

利益剰余金 267,514 304,268

自己株式 △226,588 △226,783

株主資本合計 3,342,264 3,378,823

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,686 24,645

土地再評価差額金 278,760 278,760

為替換算調整勘定 △99,290 △50,855

その他の包括利益累計額合計 213,156 252,551

純資産合計 3,555,420 3,631,374

負債純資産合計 4,383,912 4,374,062
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年10月31日) 

売上高 1,035,901 1,093,467

売上原価 816,512 800,513

売上総利益 219,389 292,953

販売費及び一般管理費 315,275 338,996

営業損失（△） △95,885 △46,042

営業外収益   

受取利息 1,604 271

受取配当金 2,887 2,919

為替差益 35,219 59,469

雑収入 12,291 12,016

営業外収益合計 52,002 74,676

営業外費用   

製品補償費用 － 4,445

雑損失 664 222

営業外費用合計 664 4,668

経常利益又は経常損失（△） △44,547 23,965

特別利益   

固定資産売却益 － 34

投資有価証券売却益 291 17,139

特別利益合計 291 17,174

特別損失   

固定資産除却損 2 －

投資有価証券売却損 － 556

投資有価証券評価損 864 －

特別損失合計 866 556

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（△）

△45,123 40,583

法人税、住民税及び事業税 3,830 3,830

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（△）

△48,953 36,753

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,953 36,753
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年10月31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（△）

△48,953 36,753

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,831 △9,040

為替換算調整勘定 △22,721 48,435

その他の包括利益合計 △24,552 39,394

四半期包括利益 △73,506 76,148

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △73,506 76,148

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。  

  該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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