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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、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が好調に推移していることに加え、産業用構造材料の需要が

堅調に推移したことから、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３四半期連結累計期間の業績は、売上高は 283 億 16 百万円(前年同期比

24.4％増)となりました。損益は営業利益 21 億 66 百万円（前年同期比 192.1％増）、経常利益

34 億 51 百万円（前年同期比 57.7％増）、四半期純利益は 40 億 93 百万円（前年同期比 42.5％

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 27 年 3 月期における通期の連結業績につきましては、さらなるコスト削減に努めたこと、

また円安に伴う保有外貨建資産などの為替差益を計上したことにより、営業利益、経常利益、当

期純利益は共に前回発表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） 36,400 2,200 2,950 3,800 107.77

今回修正予想（Ｂ） 37,000 2,600 4,000 4,300 121.66

増減額（Ｂ－Ａ） 600 400 1,050 500 

増 減 率 （ ％ ） 1.6 18.2 35.6 13.2 

（ご参考）前期実績 

（平成 26 年 3 月期） 
30,232 986 2,730 4,106 117.22
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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作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第３四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。 

 この結果、当第３四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３四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 10,137,646 7,071,806 

受取手形及び売掛金 10,813,642 15,014,157 

有価証券 1,255,217 8,179 

商品及び製品 2,445,668 2,543,475 

仕掛品 1,237,511 1,390,303 

原材料及び貯蔵品 1,841,601 2,588,744 

その他 1,586,750 1,715,780 

貸倒引当金 △214,800 △232,969 

流動資産合計 29,103,237 30,099,476 

固定資産    

有形固定資産 11,418,661 11,194,397 

無形固定資産    

のれん 29,499 18,885 

その他 95,035 81,312 

無形固定資産合計 124,534 100,197 

投資その他の資産    

投資有価証券 16,755,158 22,365,839 

その他 1,213,443 1,566,976 

貸倒引当金 △328,518 △435,695 

投資その他の資産合計 17,640,084 23,497,120 

固定資産合計 29,183,280 34,791,716 

資産合計 58,286,518 64,891,192 
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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 4,767,866 6,659,697 

短期借入金 2,265,395 3,391,223 

1年内返済予定の長期借入金 1,044,084 933,553 

未払法人税等 203,195 1,638,569 

賞与引当金 419,070 287,126 

役員賞与引当金 3,393 5,205 

製品保証引当金 533 548 

その他 1,660,408 2,195,274 

流動負債合計 10,363,947 15,111,199 

固定負債    

長期借入金 1,277,647 886,400 

退職給付に係る負債 25,235 239,105 

資産除去債務 59,196 55,335 

その他 2,067,607 1,488,565 

固定負債合計 3,429,686 2,669,406 

負債合計 13,793,634 17,780,606 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,153,623 7,207,351 

資本剰余金 6,265,645 6,319,374 

利益剰余金 25,027,592 27,992,477 

自己株式 △2,100 △2,826 

株主資本合計 38,444,760 41,516,377 

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 2,184,038 

為替換算調整勘定 449,054 736,973 

退職給付に係る調整累計額 131,309 60,687 

その他の包括利益累計額合計 3,560,117 2,981,699 

新株予約権 145,742 98,463 

少数株主持分 2,342,263 2,514,046 

純資産合計 44,492,883 47,110,586 

負債純資産合計 58,286,518 64,891,192 
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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 22,771,202 28,316,417 

売上原価 19,277,121 23,099,930 

売上総利益 3,494,080 5,216,486 

販売費及び一般管理費 2,752,371 3,050,097 

営業利益 741,708 2,166,389 

営業外収益    

受取利息 71,709 222,271 

受取配当金 58,898 91,460 

持分法による投資利益 952,178 648,991 

為替差益 357,693 418,624 

負ののれん償却額 27,686 18,367 

その他 155,729 179,701 

営業外収益合計 1,623,896 1,579,418 

営業外費用    

支払利息 66,032 80,754 

貸倒引当金繰入額 43,165 137,406 

その他 68,069 76,205 

営業外費用合計 177,268 294,366 

経常利益 2,188,337 3,451,441 

特別利益    

固定資産売却益 3,008 2,164 

投資有価証券売却益 1,559,118 2,956,605 

その他 51,777 53,371 

特別利益合計 1,613,904 3,012,141 

特別損失    

段階取得に係る差損 60,386 - 

固定資産除却損 20,894 71,114 

投資有価証券評価損 52,708 - 

特別退職金 - 45,886 

その他 420 23,885 

特別損失合計 134,410 140,887 

税金等調整前四半期純利益 3,667,832 6,322,696 

法人税等 564,231 1,925,418 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,103,600 4,397,277 

少数株主利益 230,920 303,675 

四半期純利益 2,872,680 4,093,601 
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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 3,103,600 4,397,277 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 2,557,252 △795,704 

為替換算調整勘定 549,631 182,955 

退職給付に係る調整額 － △35,727 

持分法適用会社に対する持分相当額 194,531 238,243 

その他の包括利益合計 3,301,415 △410,233 

四半期包括利益 6,405,016 3,987,044 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 5,955,574 3,553,663 

少数株主に係る四半期包括利益 449,442 433,380 
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（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。
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