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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融政策や財政政策などの経済対策を背景

に、景気回復基調が継続しました。一方で、円安による原材料およびエネルギ－コストの高騰や、

新興国の経済成長の鈍化に対する懸念等により、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

向上対策を推進した結果、前年同期に比べ売上・営業利益ともに増加しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 185 億 90 百万円(前年同期比

20.4％増)となりました。損益は営業利益 11 億 54 百万円（前年同期比 100.4％増）、経常利益 17

億 50 百万円（前年同期比 26.9％増）、四半期純利益は 30 億 76 百万円（前年同期比 331.2％増）

となりました。なお、四半期純利益が大幅増となっておりますが、この主な要因は特別利益の計

上（平成 26 年 5 月 7 日公表の「株式売却益の発生に関するお知らせ」）によるものです。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成 27 年 3 月期における第 2 四半期および通期の連結業績につきましては、当初の予想より

も円安に推移したことと国内外の子会社の経営環境が改善されると見込まれるため、売上高、営

業損益、経常損益、当期純損益は共に前回予想よりも改善すると見込んでおります。 

 

平成 27 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想数値と実績値との差異 

（平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日） 

 
売上高 

（百万円）

営業利益 

（百万円）

経常利益 

（百万円）

当期純利益 

（百万円） 

1 株当たり 

当期純利益 

（円） 

前回発表予想（Ａ） 17,500 900 1,200 2,700 76.84

実績値（Ｂ） 18,590 1,154 1,750 3,076 87.52

増減額（Ｂ－Ａ） 1,090 254 550 376 

増 減 率 （ ％ ） 6.2 28.2 45.8 13.9 

（ご参考）前期第 2 四半期実績 

（平成 26 年 3 月期） 
15,443 576 1,379 713 20.39
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平成 27 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正 

（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

 
売上高 

（百万円）

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益 

（百万円） 

1 株当たり 

当期純利益

（円） 

前回発表予想（Ａ） 33,500 1,600 2,150 3,400 96.76

今回修正予想（Ｂ） 36,400 2,200 2,950 3,800 107.77

増減額（Ｂ－Ａ） 2,900 600 800 400 

増 減 率 （ ％ ） 8.7 37.5 37.2 11.8 

（ご参考）前期実績 

（平成 26 年 3 月期） 
30,232 986 2,730 4,106 117.22

 

 

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 

税金費用については、当第２四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 

    （会計方針の変更） 

（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、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、

退職給付の支払見込期間およ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を使用す

る方法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２四半期連結累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
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影響額を利益剰余金に加減しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が 287,607 千円増加し、利益

剰余金が 250,547 千円減少しております。なお、当第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２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 10,137,646 6,044,640 

受取手形及び売掛金 10,813,642 13,381,220 

有価証券 1,255,217 15,624 

商品及び製品 2,445,668 2,170,376 

仕掛品 1,237,511 1,312,145 

原材料及び貯蔵品 1,841,601 2,552,084 

その他 1,586,750 1,543,066 

貸倒引当金 △214,800 △215,390 

流動資産合計 29,103,237 26,803,767 

固定資産    

有形固定資産 11,418,661 11,190,569 

無形固定資産    

のれん 29,499 21,339 

その他 95,035 88,486 

無形固定資産合計 124,534 109,825 

投資その他の資産    

投資有価証券 16,755,158 20,873,475 

その他 1,213,443 1,516,287 

貸倒引当金 △328,518 △398,604 

投資その他の資産合計 17,640,084 21,991,158 

固定資産合計 29,183,280 33,291,552 

資産合計 58,286,518 60,095,319 
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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２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 4,767,866 6,473,423 

短期借入金 2,265,395 2,218,139 

1年内返済予定の長期借入金 1,044,084 737,084 

未払法人税等 203,195 1,328,218 

賞与引当金 419,070 561,139 

役員賞与引当金 3,393 3,083 

製品保証引当金 533 563 

その他 1,660,408 1,903,043 

流動負債合計 10,363,947 13,224,695 

固定負債    

長期借入金 1,277,647 1,177,126 

退職給付に係る負債 25,235 228,898 

資産除去債務 59,196 53,275 

その他 2,067,607 985,119 

固定負債合計 3,429,686 2,444,418 

負債合計 13,793,634 15,669,114 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,153,623 7,180,276 

資本剰余金 6,265,645 6,292,298 

利益剰余金 25,027,592 26,975,850 

自己株式 △2,100 △2,691 

株主資本合計 38,444,760 40,445,733 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 2,979,753 1,328,981 

為替換算調整勘定 449,054 352,254 

退職給付に係る調整累計額 131,309 70,803 

その他の包括利益累計額合計 3,560,117 1,752,039 

新株予約権 145,742 98,791 

少数株主持分 2,342,263 2,129,641 

純資産合計 44,492,883 44,426,205 

負債純資産合計 58,286,518 60,095,319 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 15,443,050 18,590,816 

売上原価 13,033,698 15,382,190 

売上総利益 2,409,351 3,208,626 

販売費及び一般管理費 1,833,313 2,054,014 

営業利益 576,037 1,154,611 

営業外収益    

受取利息 43,323 112,273 

受取配当金 34,860 49,656 

持分法による投資利益 545,394 395,374 

負ののれん償却額 18,457 18,367 

その他 268,054 211,162 

営業外収益合計 910,090 786,833 

営業外費用    

支払利息 41,185 53,225 

貸倒引当金繰入額 17,471 89,614 

その他 48,378 47,858 

営業外費用合計 107,036 190,699 

経常利益 1,379,092 1,750,746 

特別利益    

固定資産売却益 － 1,429 

投資有価証券売却益 38,362 2,929,926 

その他 34,777 53,051 

特別利益合計 73,139 2,984,407 

特別損失    

段階取得に係る差損 60,386 － 

固定資産除却損 8,354 36,750 

投資有価証券評価損 52,708 － 

投資有価証券償還損 － 23,885 

特別退職金 － 24,681 

その他 666 － 

特別損失合計 122,116 85,317 

税金等調整前四半期純利益 1,330,115 4,649,836 

法人税等 457,051 1,415,732 

少数株主損益調整前四半期純利益 873,063 3,234,103 

少数株主利益 159,427 157,128 

四半期純利益 713,636 3,076,974 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 873,063 3,234,103 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 125,515 △1,650,768 

為替換算調整勘定 453,860 △266,317 

退職給付に係る調整額 － △23,818 

持分法適用会社に対する持分相当額 389,633 71,778 

その他の包括利益合計 969,009 △1,869,125 

四半期包括利益 1,842,073 1,364,977 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 1,520,493 1,307,377 

少数株主に係る四半期包括利益 321,579 57,600 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 1,330,115 4,649,836 

減価償却費 699,616 748,284 

のれん償却額 6,751 7,103 

段階取得に係る差損益（△は益） 60,386 － 

株式報酬費用 12,021 18,480 

新株予約権戻入益 △29,670 △53,051 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 69,921 83,227 

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,780 142,068 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △19,858 29 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,190 △310 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,939 － 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － 106,395 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △120,815 

投資有価証券償還損益（△は益） △8,494 27,477 

受取利息及び受取配当金 △78,184 △161,929 

支払利息 41,185 53,225 

為替差損益（△は益） △68,716 △55,653 

持分法による投資損益（△は益） △545,394 △395,374 

持分変動損益（△は益） △4,440 － 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △38,362 △2,929,838 

投資有価証券評価損益（△は益） 61,369 △134 

固定資産売却損益（△は益） － △1,429 

有形固定資産除却損 8,323 18,343 

売上債権の増減額（△は増加） △391,642 △2,721,007 

たな卸資産の増減額（△は増加） △298,753 △560,883 

仕入債務の増減額（△は減少） 336,792 1,750,742 

負ののれん償却額 △18,457 △18,367 

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,899 6,556 

その他の資産の増減額（△は増加） △5,759 △291,076 

その他の負債の増減額（△は減少） △38,855 200,875 

小計 1,195,324 502,774 

利息及び配当金の受取額 395,918 204,083 

利息の支払額 △41,741 △53,164 

法人税等の支払額 △209,943 △269,690 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,339,558 384,002 
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    （単位：千円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

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 △348,381 △2,578,064 

定期預金の払戻による収入 21,170 2,979,034 

有価証券の取得による支出 △1,699,330 △99,969 

有価証券の売却による収入 2,199,954 713,353 

有形固定資産の取得による支出 △552,123 △566,062 

有形固定資産の売却による収入 － 200 

無形固定資産の取得による支出 △7,811 △12,371 

投資有価証券の取得による支出 △871,360 △8,732,445 

投資有価証券の売却による収入 348,712 5,347,972 

貸付けによる支出 △3,000 △191,023 

貸付金の回収による収入 5,452 8,280 

投資活動によるキャッシュ・フロー △906,718 △3,131,097 

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） 635,698 17,252 

長期借入れによる収入 543,072 467,105 

長期借入金の返済による支出 △1,009,248 △823,964 

リース債務の返済による支出 △15,016 △15,075 

株式の発行による収入 15,683 40,926 

自己株式の取得による支出 △166 △591 

配当金の支払額 △278,494 △874,729 

少数株主への配当金の支払額 △1,097 △246,263 

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,569 △1,435,340 

現金及び現金同等物に係る換算差額 149,613 △131,406 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 472,883 △4,313,841 

現金及び現金同等物の期首残高 5,517,145 9,393,567 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,990,028 5,079,726 

 

㈱有沢製作所（5208）　平成27年3月期第2四半期決算短信

－10－



（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

 

 

（５）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。

 

 

㈱有沢製作所（5208）　平成27年3月期第2四半期決算短信

－11－


	決算短信（鑑　Ver.4）
	決算短信（定性的情報以下全文　Ver.4）
	決算短信　定性的情報（Ver.5）
	第2四半期決算短信(財表)




