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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31日）

（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 ％

27年３月期第３四半期 93,837 △0.4 24,640 △5.4 26,720 △2.6 17,253 △0.9

26年３月期第３四半期 94,234 32.7 26,034 59.5 27,440 59.5 17,407 72.0

(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 26,478 百万円 ( 1.5％) 26年３月期第３四半期 26,077 百万円 (90.7％)
　

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

27年３月期第３四半期 506.33 506.31

26年３月期第３四半期 505.48 505.42
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 316,016 285,218 89.9

26年３月期 300,751 269,164 89.2

(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期284,061百万円 26年３月期268,296百万円
　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 90.00 ― 110.00 200.00

27年３月期 ― 115.00 ―

27年３月期(予想) 115.00 230.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％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 124,000 △0.8 31,500 △4.6 33,500 △3.6 21,500 △4.2 633.97
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 40,020,736株 26年３月期 40,020,736株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 6,107,549株 26年３月期 5,910,865株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 34,074,853株 26年３月期３Ｑ 34,437,713株

　

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

　

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた

っての注意事項等については、添付資料３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ

い。

当社は、平成27年２月２日（月）に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。こ

の説明会で配布する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。
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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及び金融政策を背景とした円高の是正や

株式市場の回復も進み、企業収益や雇用・所得環境の改善も見られました。

一方、消費増税や円安に伴う物価高等による実質賃金減に起因する個人消費の押し下げや世界経済の下振れ懸念

もあり、依然として先行きの不透明な状況が続いていくものと思われます。

このような状況下当社グループは、主にスマートフォン市場向け、自動車市場向け及び産業用機器市場向けのグ

ローバル事業拡大を進めると共に高度化する市場ニーズへの更なる迅速な対応を目指し、高付加価値新製品の開

発・販売・生産体制の強化を推進して参りました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は938億３千７百万円（前年同期比0.4％の減）、営業利益は246億

４千万円（同5.4％の減）、経常利益は267億２千万円（同2.6％の減）、四半期純利益は172億５千３百万円（同0.9％

の減）となりました。

　

また、報告セグメントごとの業績を示しますと、次の通りであります。

[多極コネクタ]

当社の主力製品群であります多極コネクタは、丸形コネクタ、角形コネクタ、リボンケーブル用コネクタ、プリ

ント基板用コネクタ、FPC(フレキシブル基板)用コネクタ、ナイロンコネクタ等多品種にわたります。

主としてスマートフォン、タブレットPC、通信機器、カーエレクトロニクス等の分野から計測・制御機器、FA機

器及び医療機器などの産業用機器等の分野まで幅広く使用されているコネクタであり、今後の更なる高度情報通信

ネットワーク化社会及び環境を考慮した省エネ化社会の進展とともに需要の拡大が見込まれております。

当第３四半期連結累計期間は、韓国スマートフォン市場向けビジネスの低迷を中国スマートフォン市場向けや自

動車市場向け及び産業用機器市場向けビジネスで補えず、売上高は761億８千５百万円（前年同期比0.7％の減）、営

業利益は215億９千８百万円（前年同期比1.7％の減）となりました。

　

[同軸コネクタ]

同軸コネクタは、マイクロ波のような高周波信号を接続する特殊な高性能コネクタであり、主にマイクロ波通信

機、衛星通信装置、電子計測器、またはスマートフォン及び伝送・交換装置等に使用されるコネクタであります。

なお、光コネクタ、同軸スイッチもこの中に含んでおります。

当第３四半期連結累計期間は、売上高は116億１百万円（前年同期比10.9％の減）、営業利益は28億７千７百万円

（前年同期比24.9％の減）となりました。

　

[その他]

以上のコネクタ製品以外の製品として干渉波EMS等の電子医療機器、マイクロスイッチ類及びコネクタ用治工具類

を一括しております。

当第３四半期連結累計期間は、売上高は60億５千１百万円（前年同期比35.6％の増）、営業利益は１億６千４百万

円（前年同期比26.7％の減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間の総資産は、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度に比べ152億６千５百万

円増加して3,160億１千６百万円となりました。負債は未払法人税等の減少などにより、７億８千８百万円減少して

307億９千８百万円となりました。また、純資産は、利益剰余金の増加などにより160億５千４百万円増加して2,852

億１千８百万円となりました。この結果、自己資本比率は89.9％となり、前連結会計年度末と比べ0.7％増加しまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

自動車及び産業機器市場向けビジネスは、ほぼ堅調に推移しておりますが、一部スマートフォン向けビジネスが

前回公表時より低迷しているため、平成26年10月31日に公表致しました通期連結業績予想を修正致します。

なお、通期連結業績予想の前提となる第４四半期の為替レートは１US$＝115円、１ユーロ＝135円を想定しており

ます。

また、配当予想につきましては変更はありません。

具体的な内容につきましては、本日（平成27年１月30日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。
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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

（税金費用の計算）

税金費用については、当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」（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とする方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定された

複数の割引率を使用する方法へ変更いたしました。

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３四

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影響額を利益剰余金に加

減しております。

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 126,239 137,212

受取手形及び売掛金 29,473 30,456

有価証券 30,324 28,891

商品及び製品 4,212 5,517

仕掛品 2,819 2,859

原材料及び貯蔵品 1,365 1,369

未収入金 3,078 3,850

その他 3,511 4,195

貸倒引当金 △95 △101

流動資産合計 200,930 214,252

固定資産

有形固定資産 31,697 37,299

無形固定資産 1,345 1,316

投資その他の資産

投資有価証券 62,013 60,619

退職給付に係る資産 269 348

その他 4,576 2,251

貸倒引当金 △80 △70

投資その他の資産合計 66,777 63,148

固定資産合計 99,820 101,764

資産合計 300,751 316,016
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,375 11,983

未払法人税等 7,836 4,161

賞与引当金 1,575 1,187

役員賞与引当金 169 166

その他 5,073 6,081

流動負債合計 26,031 23,580

固定負債

退職給付に係る負債 213 505

その他 5,341 6,712

固定負債合計 5,554 7,217

負債合計 31,586 30,798

純資産の部

株主資本

資本金 9,404 9,404

資本剰余金 14,441 14,444

利益剰余金 295,725 305,344

自己株式 △61,766 △64,617

株主資本合計 257,805 264,575

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,750 6,120

為替換算調整勘定 5,720 13,360

退職給付に係る調整累計額 19 4

その他の包括利益累計額合計 10,490 19,485

新株予約権 63 173

少数株主持分 804 984

純資産合計 269,164 285,218

負債純資産合計 300,751 316,016
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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：百万円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 94,234 93,837

売上原価 51,283 51,568

売上総利益 42,950 42,268

販売費及び一般管理費 16,916 17,628

営業利益 26,034 24,640

営業外収益

受取利息 547 556

受取配当金 125 179

為替差益 117 897

その他 684 512

営業外収益合計 1,475 2,146

営業外費用

事務所移転費用 － 11

その他 69 54

営業外費用合計 69 66

経常利益 27,440 26,720

特別損失

固定資産除却損 163 103

特別損失合計 163 103

税金等調整前四半期純利益 27,276 26,617

法人税等 9,684 9,245

少数株主損益調整前四半期純利益 17,592 17,371

少数株主利益 184 118

四半期純利益 17,407 17,253
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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：百万円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 17,592 17,371

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,750 1,370

為替換算調整勘定 6,733 7,752

退職給付に係る調整額 － △14

その他の包括利益合計 8,484 9,107

四半期包括利益 26,077 26,478

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 25,786 26,248

少数株主に係る四半期包括利益 290 230
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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）

Ⅰ 前第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)

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：百万円）

報告セグメント その他
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額多極コネクタ 同軸コネクタ 計

売上高

　外部顧客への売上高 76,747 13,026 89,773 4,460 94,234

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 76,747 13,026 89,773 4,460 94,234

セグメント利益(営業利益) 21,976 3,833 25,809 224 26,034

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、干渉波EMS等の電子医療機器、

マイクロスイッチ類及びコネクタ用治工具類等を一括しております。

２．地域に関する情報

日本
海外売上高

連結売上高
北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 合計

Ⅰ 売上高(百万円) 25,984 4,643 57,912 4,632 1,060 68,249 94,234

Ⅱ 連結売上高
　 に占める割合(％)

27.6 4.9 61.5 4.9 1.1 72.4 100.0

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

Ⅱ 当第３半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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：百万円）

報告セグメント その他
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額多極コネクタ 同軸コネクタ 計

売上高

　外部顧客への売上高 76,185 11,601 87,786 6,051 93,837

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 76,185 11,601 87,786 6,051 93,837

セグメント利益(営業利益) 21,598 2,877 24,475 164 24,640

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、干渉波EMS等の電子医療機器、

マイクロスイッチ類及びコネクタ用治工具類等を一括しております。

２．地域に関する情報

日本
海外売上高

連結売上高
北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 合計

Ⅰ 売上高(百万円) 26,268 4,978 56,157 5,128 1,305 67,569 93,837

Ⅱ 連結売上高
　 に占める割合(％)

28.0 5.3 59.8 5.5 1.4 72.0 100.0

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

決算短信 （宝印刷）  2015年01月29日 11時00分 11ページ （Tess 1.40 20131220_01）


