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四半期決算説明会開催の有無      ： 有     (機関投資家向け)  

  (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３四半期  29,411 57.5 9,231 202.8 9,802 202.6 7,002 103.3 

25年３月期第３四半期  18,677 26.6 3,049 405.6 3,239 425.5 3,443 － 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  8,093百万円 （108.8％）    25年３月期第３四半期  3,875百万円 （－％）  

  
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３四半期  483.07 476.63 

25年３月期第３四半期  243.84 239.92 

  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３四半期  47,953 41,330 86.0 2,831.21 

25年３月期  38,661 33,645 86.6 2,328.03 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  41,230百万円   25年３月期  33,486百万円 

   
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  － 20.00 － 20.00 40.00 
26年３月期  － 30.00 －       

26年３月期（予想）          30.00 60.00 

（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  40,000 52.4 13,000 185.4 13,000 163.6 9,500 68.6 655.39 

（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  

新規  2社  （社名）Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd. 

Enplas Microtech, Inc.  

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  

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の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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

(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、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。  

  

(四半期決算補足説明資料の入手方法について)  

当社は、平成26年1月30日(木)に機関投資家及びアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する

四半期決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。  

  

（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）： 有     

（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        ： 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３Ｑ  20,232,897株 25年３月期  20,232,897株 

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  5,670,203株 25年３月期  5,848,946株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ  14,495,205株 25年３月期３Ｑ  14,123,355株 
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国を中心とした景気回復への歩みを確認出来たものの、依然

として欧州経済の景気回復の遅れなどの下振れリスクが残っています。米国においては、財政問題をめぐる議会の

対立や量的緩和縮小が景気抑制に作用する可能性があるものの、堅調な民需に支えられ景気回復が持続しました。

中国においては輸出や消費の下支えで景気回復の兆しが見られる一方で、アジアの新興国の中には、景気の先行き

が懸念される主要国もあり、景気回復の足かせとなっています。

わが国経済は、政府の財政出動、金融緩和からなる経済政策を背景に円安と株高が進行し企業収益の改善が見ら

れるなど、景気回復が鮮明となりました。一方で円安による原材料価格の上昇や平成26年４月から予定されている

消費税増税に伴う個人消費減退の懸念など国内景気の下振れ懸念があり、依然として予断を許さない状況にありま

す。 

当社グループが関連する電子部品業界におきましては、OA機器関連は台数ベースではマイナス成長を抜けプラス

成長となるものの、依然として金額ベースではマイナス成長が続いています。自動車部品関連では北米における自

動車販売の好調を受け需要が拡大しました。LED光源液晶テレビは、新興国市場を中心に需要が伸び、低コスト化

が加速しました。半導体関連は、スマートフォン・タブレット関連、車載関連の需要増大により好調に推移しまし

た。 

このような状況の中、当社グループは、基幹事業であるエンプラ事業は収益性の向上、成長市場であるアジアで

の受注強化、オプト事業ではLED用拡散レンズの拡販によるディスプレイ業界における確固たる地位の確立、半導

体機器事業は新しいソリューションの創出、グローバル顧客サポート体制の拡充を目指すべく、①新製品・新領域

への挑戦による成長の実現 ②強い事業、持続可能な事業の裏付けとなる要素技術及び技術理論の確立を目指した

先端技術の追求 ③グローバルベースでの迅速で効果的な経営判断を可能とするグローバル経営基盤の強化を今期

の経営課題と捉え積極的に取り組んでまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となり、収益

面におきましても、連結営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）、連結経常利益は 百万円（前年同

期比 ％増）となり、連結四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

各セグメントの業績は次のとおりであります。

「エンプラ事業」 

当社主力製品であるプリンター用部品は横ばいで推移する一方、自動車用部品は、米国・中国での自動車販売増

加の影響を受け好調に推移しました。受注増加により操業度が向上したこともあり、当第３四半期累計期間の連結

売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント営業利益は、 百万円（前年同期は 百万円のセグメ

ント営業損失）となりました。 

「半導体機器事業」 

当上半期から一転して海外向けの車載、CPU用途の受注が停滞しましたが、海外調達の拡大や円安効果による原

価低減要素があり、当第３四半期累計期間の連結売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント営業

利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

「オプト事業」

主力のLED用拡散レンズは、引き続きLED光源液晶テレビの中でもコストメリットのある光源直下型タイプの採用

が進みました。既存モデルから次期モデルへの切り替え時期にあたり販売は小康状態となりました。光通信関連の

レンズにおきましては、新興国を中心としたスマートフォン需要拡大により、サーバー市況が好調に推移したた

め、受注が増加しました。この結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は 百万円（前年同期比 ％

増）、セグメント営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

29,411 57.5

9,231 202.8 9,802

202.6 7,002 103.3

9,156 12.3 67 163

4,749 21.7

753 121.7

15,504 134.1

8,410 192.7
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（２）財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況) 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の増加と

なりました。流動資産につきましては 百万円増加しました。主な変動要因はその他流動資産で 百万円減少

したものの、現金及び預金で 百万円、有価証券で 百万円、受取手形及び売掛金で 百万円増加した

ことによるものです。固定資産につきましては 百万円増加しました。主な変動要因は投資その他の資産で

百万円、無形固定資産で 百万円増加したことによるものです。 

負債は 百万円となり、前連結会計年度末比で 百万円の増加となりました。流動負債につきましては

百万円増加しました。主な変動要因は未払法人税等が 百万円、その他流動負債が 百万円増加したこ

とによるものです。固定負債につきましては 百万円増加しました。主な変動要因は長期借入金で 百万円減少

したものの、その他固定負債で 百万円、退職給付引当金で 百万円増加したことによるものです。 

純資産は 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の増加となりました。主な変動要因は利益剰余

金で 百万円、為替換算調整勘定で 百万円増加したことによるものです。その結果、当第３四半期連結会

計期間末の自己資本比率は ％となり、前連結会計年度末比で ％減少しております。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年７月30日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。

47,953 9,292

8,245 985

4,774 2,500 1,595

1,046 898

87

6,623 1,607

1,592 1,262 318

14 149

149 11

41,330 7,685

6,279 1,005

86.0 0.6
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第３四半期連結累計期間において、Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd.及びEnplas Microtech, 

Inc.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

（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：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,388,873 18,163,725

受取手形及び売掛金 6,267,226 7,863,063

有価証券 2,999,973 5,500,000

製品 609,385 692,585

仕掛品 619,655 830,740

原材料及び貯蔵品 583,387 648,103

その他 2,705,454 1,719,968

貸倒引当金 △7,210 △6,018

流動資産合計 27,166,745 35,412,168

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,533,947 3,469,797

機械装置及び運搬具（純額） 2,572,232 2,733,115

土地 2,692,924 2,708,198

その他（純額） 1,444,558 1,394,258

有形固定資産合計 10,243,663 10,305,369

無形固定資産

ソフトウエア 492,505 484,889

その他 59,472 154,328

無形固定資産合計 551,977 639,218

投資その他の資産 699,082 1,597,116

固定資産合計 11,494,723 12,541,704

資産合計 38,661,469 47,953,873
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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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,560,338 1,574,149

1年内返済予定の長期借入金 199,992 199,992

未払法人税等 645,004 1,907,611

賞与引当金 422,432 368,503

役員賞与引当金 135,749 187,681

その他 1,496,161 1,814,446

流動負債合計 4,459,678 6,052,384

固定負債

長期借入金 500,020 350,026

退職給付引当金 10,425 22,027

役員退職慰労引当金 14,677 18,002

その他 31,458 181,001

固定負債合計 556,581 571,057

負債合計 5,016,259 6,623,441

純資産の部

株主資本

資本金 8,080,454 8,080,454

資本剰余金 10,190,269 10,318,905

利益剰余金 24,069,974 30,349,663

自己株式 △8,361,816 △8,108,402

株主資本合計 33,978,882 40,640,620

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53,583 129,880

為替換算調整勘定 △546,152 459,550

その他の包括利益累計額合計 △492,568 589,430

新株予約権 132,664 66,308

少数株主持分 26,231 34,072

純資産合計 33,645,209 41,330,432

負債純資産合計 38,661,469 47,953,873
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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４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 18,677,878 29,411,815

売上原価 10,596,258 13,696,305

売上総利益 8,081,619 15,715,510

販売費及び一般管理費 5,032,517 6,484,034

営業利益 3,049,102 9,231,475

営業外収益

受取利息 21,031 20,490

受取配当金 12,815 12,842

為替差益 54,547 368,142

スクラップ売却益 68,376 135,717

その他 54,707 65,758

営業外収益合計 211,479 602,950

営業外費用

固定資産賃貸費用 14,414 27,014

その他 6,480 5,033

営業外費用合計 20,894 32,048

経常利益 3,239,686 9,802,378

特別利益

固定資産売却益 9,520 21,282

工場閉鎖損失引当金戻入益 757,000 －

その他 1,936 －

特別利益合計 768,456 21,282

特別損失

投資有価証券評価損 35,169 －

固定資産売却損 6,732 3,699

事業再構築費用 6,290 －

減損損失 158,532 －

特別損失合計 206,724 3,699

税金等調整前四半期純利益 3,801,418 9,819,961

法人税、住民税及び事業税 698,784 2,625,508

法人税等調整額 △343,020 186,597

法人税等合計 355,763 2,812,106

少数株主損益調整前四半期純利益 3,445,654 7,007,855

少数株主利益 1,835 5,616

四半期純利益 3,443,819 7,002,238
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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４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,445,654 7,007,855

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △621 76,296

為替換算調整勘定 430,905 1,009,367

その他の包括利益合計 430,283 1,085,664

四半期包括利益 3,875,938 8,093,519

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,872,334 8,084,238

少数株主に係る四半期包括利益 3,603 9,281
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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）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）

（重要な後発事象）
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