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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

(注)25年3月期第3四半期の連結経営成績(累計)は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。 
  そのため、対前年同四半期増減率については記載を行っておりません。 

(2) 連結財政状態 

(注)25年3月期の連結財政状態は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更を遡及適用後の数値です。  

(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 22,771 11.0 741 ― 2,188 190.7 2,872 373.5
25年3月期第3四半期 20,523 ― △141 ― 752 ― 606 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 6,405百万円 （640.7％） 25年3月期第3四半期 864百万円 （―％）

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 82.04 81.60
25年3月期第3四半期 17.34 17.32

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 56,972 43,011 71.5 1,161.59
25年3月期 48,751 37,359 72.8 1,014.33
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 40,742百万円 25年3月期 35,495百万円

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 ： 有 
詳細につきましては、本日（平成２６年２月６日）公表いたしました『期末配当予想の修正に関するお知らせ』を参照ください。 

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 ― ― ― 8.00 8.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 20.00 20.00

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 ： 無  

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 29,000 7.4 900 ― 2,250 82.4 2,700 189.1 76.98



(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－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－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 
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。 

※ 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 ： 有
②①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 35,078,524 株 25年3月期 34,997,824 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 4,111 株 25年3月期 3,597 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 35,015,278 株 25年3月期3Q 34,994,545 株
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1. 当四半期決算に関する定性的情報 

 

(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わが国経済は、政府による経済政策や日本銀行による金融

政策を背景に、円安が進行したことによって輸出環境が改善し、景気は緩やかな回復基調で推移

いたしました。 

一方で、円安による原材料の高騰や欧州の景気低迷、中国をはじめとする新興国経済の景気減速

懸念などの影響から、依然として不透明な状況が続いています。 

このような状況のもと当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、多機能携帯

端末を主用途とした電子材料の需要と産業用構造材料の需要が堅調に推移したことに加え、収益

向上対策を講じた結果、前年同期に比べ売上・利益ともに増加しました。また、持分法適用関連

会社である台虹科技股份有限公司の株式を売却したことによる売却益も計上しております。 

 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は、227 億 71 百万円（前年同期比 11.0％

増）となりました。損益は営業利益 7 億 41 百万円（前年同期は 1 億 41 百万円の営業損失）、経

常利益 21 億 88 百万円（前年同期比 190.7％増）、四半期純利益は 28 億 72 百万円（前年同期比

373.5％増）となりました。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成 26 年 3 月期の連結業績につきましては、平成 25 年 12 月 17 日に公表いたしました連結

業績予想に変更はありません。 

 

(3)  当期配当予想の修正について 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つであると認識しております。 

配当につきましては、業績を反映させるとともに、今後の事業展開、財政状態等を総合的に   

勘案したうえで実施することを基本方針としております。 

未公表でありました平成 26 年 3 月期の期末配当予想に関しましては、当期の純利益から普通

配当として 11 円、特別配当（株式売却益分）として 9 円で 1 株あたり 20 円とすることに致し

ました。 

 

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 
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(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） 

当第１四半期連結会計期間より、在外連結子会社である新揚科技股份有限公司グループの連結財

務諸表及び在外持分法関連会社である台虹科技股份有限公司グループの連結財務諸表については、

2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度から国際会計基準に基づく会計処理を適用した両社の連結

財務諸表を基礎として、連結決算上必要な修正を行うことにより当社グループの連結財務諸表を作

成しております。この変更は、台湾の上場会社について、2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度

から、それまでの台湾の会計基準に対して国際会計基準に基づく会計処理が強制的に適用開始され

ることになったことを契機として、会計基準等の採用動向などを総合的に勘案し実施したものであ

ります。当該会計方針の変更は遡及して適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及

適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。 

   遡及適用を行う前と比較し、前第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益並びに１株当たり純資産額及び１株当たり四半期（当期）純利益に与える影響は軽微

であります。なお、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益

剰余金の前連結会計年度の期首残高 88 百万円増加しております。  
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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 6,671,201 10,111,169

受取手形及び売掛金 9,745,909 11,131,305

有価証券 599,912 111,145

商品及び製品 2,564,152 2,254,565

仕掛品 1,144,789 1,157,460

原材料及び貯蔵品 1,676,859 2,056,466

その他 507,688 566,420

貸倒引当金 △166,687 △258,671

流動資産合計 22,743,824 27,129,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,021,049 5,928,426

機械装置及び運搬具（純額） 2,976,378 2,807,074

その他（純額） 1,966,425 2,243,558

有形固定資産合計 10,963,854 10,979,058

無形固定資産   

のれん 37,616 31,218

その他 102,003 91,899

無形固定資産合計 139,619 123,117

投資その他の資産   

投資有価証券 14,128,286 17,553,513

その他 1,193,631 1,522,934

貸倒引当金 △417,224 △336,117

投資その他の資産合計 14,904,693 18,740,330

固定資産合計 26,008,167 29,842,507

資産合計 48,751,992 56,972,371
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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   

支払手形及び買掛金 4,562,706 4,813,226

短期借入金 1,328,368 2,189,003

1年内返済予定の長期借入金 911,079 969,843

未払法人税等 142,633 156,621

賞与引当金 403,411 202,163

役員賞与引当金 3,100 2,563

製品保証引当金 21,771 632

その他 1,320,178 1,940,238

流動負債合計 8,693,248 10,274,293

固定負債   

長期借入金 1,680,636 1,385,133

退職給付引当金 65,543 110,023

資産除去債務 54,343 57,248

その他 899,105 2,134,442

固定負債合計 2,699,629 3,686,848

負債合計 11,392,878 13,961,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,117,259 7,139,290

資本剰余金 6,229,282 6,251,313

利益剰余金 21,677,880 23,797,750

自己株式 △1,795 △2,022

株主資本合計 35,022,626 37,186,331

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 757,124 3,309,951

為替換算調整勘定 △284,168 245,897

その他の包括利益累計額合計 472,955 3,555,849

新株予約権 167,565 146,288

少数株主持分 1,695,966 2,122,759

純資産合計 37,359,113 43,011,229

負債純資産合計 48,751,992 56,972,371
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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 20,523,383 22,771,202

売上原価 18,210,453 19,277,121

売上総利益 2,312,930 3,494,080

販売費及び一般管理費 2,454,454 2,752,371

営業利益又は営業損失（△） △141,524 741,708

営業外収益   

受取利息 48,932 71,709

受取配当金 43,267 58,898

持分法による投資利益 670,646 952,178

為替差益 50,357 357,693

負ののれん償却額 27,686 27,686

その他 252,175 155,729

営業外収益合計 1,093,065 1,623,896

営業外費用   

支払利息 62,866 66,032

貸倒引当金繰入額 18,763 43,165

その他 117,073 68,069

営業外費用合計 198,703 177,268

経常利益 752,837 2,188,337

特別利益   

固定資産売却益 26,858 3,008

関係会社株式売却益 8,370 1,510,834

その他 96,108 100,061

特別利益合計 131,337 1,613,904

特別損失   

段階取得に係る差損 － 60,386

投資有価証券評価損 － 52,708

その他 82,771 21,314

特別損失合計 82,771 134,410

税金等調整前四半期純利益 801,404 3,667,832

法人税等 103,063 564,231

少数株主損益調整前四半期純利益 698,341 3,103,600

少数株主利益 91,599 230,920

四半期純利益 606,741 2,872,680
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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 698,341 3,103,600

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 43,846 2,557,252

為替換算調整勘定 51,484 549,631

持分法適用会社に対する持分相当額 71,024 194,531

その他の包括利益合計 166,356 3,301,415

四半期包括利益 864,697 6,405,016

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 730,729 5,955,574

少数株主に係る四半期包括利益 133,968 449,442
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 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
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