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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年６月30日）におけるわが国経済は、消費税増税の

影響で個人消費が減少し、一時的な押し下げ要因となりましたが、設備投資の増加などにより、緩やかな回復

傾向で推移しました。世界経済におきましては、米国経済は個人消費の増加などを背景に、緩やかな拡大基調

が続いており、欧州経済も持ち直しの動きが見られました。また、中国を中心にしたアジア経済も緩やかな回

復傾向で推移しました。

 ICT（情報通信技術）や自動車を含むエレクトロニクス市場におきましては、スマートフォンやタブレットPC

の生産は拡大し、さらには自動車販売台数の増加や電装化の進展などにより、堅調に推移しました。

 このような環境の中、当社グループでは通信機器市場やカーエレクトロニクス市場への販売に注力しました

が、市場価格の下落やデジタルカメラ向けの製品が減少しました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上

高は7,669百万円（前年同期比14.8%減）となり、売上高の減少に伴って営業損失は286百万円（前年同期は営業

利益337百万円）となりました。また、為替差損136百万円を計上した結果、経常損失は397百万円（前年同期は

経常利益552百万円）、四半期純損失は521百万円（前年同期は四半期純利益456百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して374百万円減少し、57,217百万円となりました。

これは主に現金及び預金の減少などによるものであります。 

 負債合計は、前期末に比べ602百万円増加し、21,548百万円となりました。これは主に未払金の増加などによ

るものであります。 

 純資産合計は、前期末に比べ977百万円減少し、35,668百万円となりました。主に利益剰余金が減少したた

め、純資産が減少しております。 

自己資本比率は、前期末に比べ1.2ポイント減少し、54.9％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の通期の業績予想につきましては、平成26年５月14日発表の業績予想に変更はありません。

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の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用については、主に当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、

退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を

割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法

から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率へ変更しておりま

す。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１

四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が31,349千円増加し、利益剰余金が

31,349千円減少しております。なお、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失に与える影響は軽微であります。
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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26年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 12,033,062 11,377,182 

受取手形及び売掛金 7,584,795 7,353,854 

有価証券 1,870,686 1,870,927 

商品及び製品 3,057,436 3,059,496 

仕掛品 3,551,342 3,707,076 

原材料及び貯蔵品 2,510,388 2,384,993 

繰延税金資産 250,965 193,180 

その他 1,243,538 1,224,238 

貸倒引当金 △14,470 △12,559 

流動資産合計 32,087,746 31,158,389 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 5,882,740 5,723,319 

機械装置及び運搬具（純額） 9,679,484 10,404,078 

工具、器具及び備品（純額） 1,114,120 1,106,525 

土地 5,737,952 5,736,268 

建設仮勘定 766,720 665,815 

有形固定資産合計 23,181,018 23,636,007 

無形固定資産 

のれん 22,362 18,690 

その他 238,716 237,291 

無形固定資産合計 261,078 255,981 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,644,262 1,729,793 

長期貸付金 137 730 

繰延税金資産 41,228 48,049 

その他 484,046 495,697 

貸倒引当金 △107,030 △107,030 

投資その他の資産合計 2,062,645 2,167,241 

固定資産合計 25,504,742 26,059,230 

資産合計 57,592,488 57,217,620 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,108,156 2,963,566 

短期借入金 3,328,421 3,488,527 

1年内返済予定の長期借入金 3,801,097 3,580,420 

未払金 1,016,086 1,603,871 

未払法人税等 127,383 80,155 

賞与引当金 263,853 260,950 

役員賞与引当金 - 3,750 

その他 633,554 742,039 

流動負債合計 12,278,552 12,723,280 

固定負債 

長期借入金 6,050,105 6,194,502 

繰延税金負債 679,618 679,748 

退職給付に係る負債 1,578,260 1,591,812 

長期未払金 218,327 218,327 

資産除去債務 25,023 25,123 

その他 116,509 115,897 

固定負債合計 8,667,844 8,825,411 

負債合計 20,946,397 21,548,692 

純資産の部 

株主資本 

資本金 19,344,883 19,344,883 

資本剰余金 12,413,510 12,413,510 

利益剰余金 1,356,903 597,006 

自己株式 △1,532,474 △1,533,503 

株主資本合計 31,582,822 30,821,897 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 234,468 289,087 

為替換算調整勘定 232,707 76,015 

退職給付に係る調整累計額 235,317 225,289 

その他の包括利益累計額合計 702,493 590,392 

少数株主持分 4,360,775 4,256,637 

純資産合計 36,646,091 35,668,927 

負債純資産合計 57,592,488 57,217,620 
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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１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 9,004,870 7,669,618 

売上原価 7,136,092 6,378,050 

売上総利益 1,868,777 1,291,567 

販売費及び一般管理費 1,531,185 1,577,735 

営業利益又は営業損失（△） 337,592 △286,167 

営業外収益    

受取利息 5,957 7,168 

受取配当金 15,130 15,736 

受取保険金 2,318 32,702 

為替差益 250,351 - 

その他 22,691 38,030 

営業外収益合計 296,449 93,638 

営業外費用    

支払利息 67,380 28,908 

為替差損 － 136,640 

その他 14,593 39,650 

営業外費用合計 81,974 205,199 

経常利益又は経常損失（△） 552,067 △397,728 

特別利益    

固定資産売却益 827 - 

特別利益合計 827 - 

特別損失    

固定資産売却損 － 3,603 

固定資産除却損 15,211 1,096 

その他 41,012 － 

特別損失合計 56,223 4,699 

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（△） 
496,670 △402,428 

法人税、住民税及び事業税 81,321 70,108 

法人税等調整額 △63,931 20,525 

法人税等合計 17,390 90,634 

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（△） 
479,280 △493,062 

少数株主利益 22,914 28,365 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 456,366 △521,428 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円） 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
至 平成26年６月30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（△） 
479,280 △493,062 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 66,778 54,618 

為替換算調整勘定 729,091 △190,289 

退職給付に係る調整額 - △10,027 

その他の包括利益合計 795,870 △145,698 

四半期包括利益 1,275,151 △638,761 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 1,078,013 △633,647 

少数株主に係る四半期包括利益 197,137 △5,113 
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（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）

 該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）

  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

                （単位：千円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２   日本 

北米 
（注）３ 

欧州 
（注）３ 中国 台湾 

アジア 
（注）３ 計 

売上高                  

外部顧客への

売上高 
2,552,303 550,971 480,538 2,580,837 2,368,686 471,532 9,004,870 － 9,004,870 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

3,707,180 7,645 425 1,224,590 324,934 1,093,812 6,358,589 △6,358,589 － 

計 6,259,484 558,617 480,963 3,805,427 2,693,621 1,565,345 15,363,459 △6,358,589 9,004,870 

セグメント利益

又は損失（△） 
221,674 24,614 3,272 54,383 90,842 △21,213 373,573 △35,981 337,592 

（注）１. セグメント利益（営業利益）の調整額△35,981千円には、セグメント間取引消去45,462千円、の

れんの償却額△12,954千円、その他の調整額△68,488千円が含まれております。

２. セグメント利益又は損失は、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。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2) 欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６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

（単位：千円） 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 日本 

北米 
（注）３ 

欧州 
（注）３ 

中国 台湾 
アジア 

（注）３ 
計 

売上高 

外部顧客への

売上高 
1,894,995 416,501 603,194 2,430,442 1,725,788 598,695 7,669,618 - 7,669,618 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

4,303,532 1,698 2,063 825,383 694,773 1,246,385 7,073,836 △7,073,836 - 

計 6,198,528 418,200 605,257 3,255,826 2,420,561 1,845,080 14,743,455 △7,073,836 7,669,618 

セグメント利益

又は損失（△） 
△392,932 750 22,626 △186,304 133,058 △58,429 △481,232 195,064 △286,167 

（注）１. セグメント利益（営業利益）の調整額195,064千円には、セグメント間取引消去16,456千円、のれ

んの償却額△3,738千円、その他の調整額182,345千円が含まれております。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2) 欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方

法を変更しております。 

なお、セグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。 

- 8 -

㈱大真空（6962）平成27年３月期 第１四半期決算短信


