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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 16,719 △12.7 △282 ― △132 ― △124 ―
26年3月期第3四半期 19,142 5.0 264 △54.1 470 △32.9 371 △12.4

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 1,566百万円 （6.9％） 26年3月期第3四半期 1,465百万円 （52.6％）

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 △17.38 ―
26年3月期第3四半期 51.62 ―

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 24,848 15,247 57.8
26年3月期 22,472 13,796 57.7
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 14,368百万円 26年3月期 12,972百万円

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 ： 無 
 

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
27年3月期 ― 8.00 ―
27年3月期（予想） 8.00 16.00

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）

（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 21,000 △15.0 100 △39.8 100 △72.8 50 △80.8 6.96



(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 ： 有 
(注) 詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表に対する四半期レビュー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 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
・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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。 

※ 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 ： 無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 7,739,548 株 26年3月期 7,739,548 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 552,547 株 26年3月期 552,410 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 7,187,038 株 26年3月期3Q 7,193,602 株
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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、進行を続ける円安・株高や原油価格の下落を背景に、輸出中

心の大企業における収益や雇用環境の改善が見られる他、外国人観光客も増加しており、回復傾向にあります。そ

の一方で、依然として個人消費は伸び悩んでおり、円安に伴うコスト増のため中小企業では厳しい状況が続いてい

るなど、景気回復は限定的なものとなっております。

世界経済は、米国をはじめとした先進国を中心に回復傾向にあります。その一方で、欧州や中国経済の減速、原

油国の動向、欧州や中東の情勢など、世界経済への影響が懸念される国外情勢が続いております。

当社を取り巻く業界では、ＡＶ関連においては、スマートフォンの販売が好調で、新商品向け部品の生産・輸出

も増加傾向にあります。また、減産・販売不振が続いていた家電は、ソフトウェアのサポート期限切れや増税に伴

う駆け込み需要の反動が和らぎつつあります。自動車関連においては、軽自動車の国内販売や米国向けの輸出を中

心に持ち直しが見られます。

このような経済環境のなか、当社グループにおきましては、付加価値の低下や受注量の減少、海外子会社の人件

費等の固定費増加により、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は１６７億１千９百万円と前年同四

半期と比べ２４億２千２百万円(１２．７％)の減収となり、営業損失は２億８千２百万円(前年同四半期は２億６

千４百万円の営業利益)、経常損失は１億３千２百万円(前年同四半期は４億７千万円の経常利益)、四半期純損失

は１億２千４百万円(前年同四半期は３億７千１百万円の四半期純利益)となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① プラスチック成形事業

当セグメントにおきましては、スマートフォン等モバイル端末市場の拡大により、コンパクトデジタルカメラや

ビデオカメラ市場は縮小し、関連部品の生産は依然として低迷しております。一方で、好調な新車販売を背景に、

エアコンやナビゲーション等の自動車関連部品は堅調に推移しており、減少傾向にあった電子ペン関連におきまし

ても、量産、新機種立ち上げにより当第３四半期連結会計期間において回復の兆しが見られました。当第３四半期

連結累計期間におきましては、売上高はセグメント間の内部売上高を含めて１４８億９千９百万円と前年同四半期

と比べ２１億３千７百万円(１２．５％)の減収となり、セグメント損失(営業損失)は２億５千２百万円(前年同四

半期はセグメント利益(営業利益)２億８千５百万円)となりました。

② 精密プレス部品事業

当セグメントにおきましては、カメラやビデオの新商品販売は伸び悩みの状況が続いており、当第３四半期連結

会計期間において新機種の立ち上がりがあったものの、打ち切りとなる機種が影響し、大幅な売上増加に至りませ

んでした。一方で、試作の受注が増加しており、第４四半期連結会計期間以降において、新機種の量産となり売上

の増加を見込んでおります。当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高はセグメント間の内部売上高を含

めて１６億７千５百万円と前年同四半期と比べ３億２千６百万円(１６．３％)の減収となり、セグメント損失(営

業損失)は６千４百万円(前年同四半期はセグメント損失(営業損失)２千７百万円)となりました。

③ プリント基板事業

当セグメントにおきましては、設計業務にて、安定的に受注を確保している複写機関連と、受注活動を積極的に

行ったパソコン等の電子機器に使用されるパッケージ基板の配線設計の売上が増加となりました。検査業務におき

ましても、時計関係の基板や半導体関連のウェハー基板の電気検査が順調に売上を伸ばしました。また、積極的に

新規顧客の開拓、経費削減を進めました結果、売上高はセグメント間の内部売上高を含めて２億３千９百万円と前

年同四半期と比べ４千万円(２０．４％)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は３千４百万円と前年同四半期

と比べ２千７百万円(４４８．０％)の増益となりました。
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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財政状態は、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１９億８千１百万

円増加し、１４３億８千万円となりました。受取手形及び売掛金が９億４千６百万円、電子記録債権が２億１千２

百万円、商品及び製品が２億３千７百万円、仕掛品が２億１千１百万円、原材料及び貯蔵品が３億３千６百万円そ

れぞれ増加したことなどが主な要因です。

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億９千３百万円増加し、１０４億６千８百万円となりまし

た。有形固定資産が２億９千２百万円増加したことなどが主な要因です。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ２３億７千５百万円増加し、２４８億４千８百万円となりまし

た。

また、流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１５億７千２百万円増加し、７４億９千４百万円とな

りました。支払手形及び買掛金が８億５千３百万円、短期借入金が１０億１千９百万円それぞれ増加したことなど

が主な要因です。

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億４千８百万円減少し、２１億５百万円となりました。長

期借入金が６億７千９百万円減少したことなどが主な要因です。

　この結果、負債の部は、前連結会計年度末に比べ９億２千３百万円増加し、９６億円となりました。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１４億５千１百万円増加し、１５２億４千７百万円となりまし

た。為替換算調整勘定が１５億７千７百万円増加したことなどが主な要因です。

（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月期の連結業績予想(通期)及び配当予想(期末)につきましては、平成２６年１１月１４日にて公表

いたしました「平成２７年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の内容より変更はありません。

　なお、実際の業績は今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関し

て修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。
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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

海外連結子会社の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する方

法を採用しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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 4,443,112 4,630,363

受取手形及び売掛金 3,882,031 4,828,674

電子記録債権 376,871 589,252

商品及び製品 859,309 1,097,011

仕掛品 752,327 964,185

原材料及び貯蔵品 1,269,004 1,605,359

未収入金 431,461 256,193

繰延税金資産 52,689 49,462

その他 331,995 360,256

貸倒引当金 △447 △688

流動資産合計 12,398,356 14,380,071

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,989,358 3,138,905

機械装置及び運搬具（純額） 3,770,265 3,705,457

土地 1,528,380 1,564,658

建設仮勘定 80,846 193,986

その他（純額） 882,452 940,320

有形固定資産合計 9,251,304 9,543,328

無形固定資産 283,900 290,950

投資その他の資産

投資有価証券 324,562 353,135

繰延税金資産 276 -

その他 217,114 283,514

貸倒引当金 △2,885 △2,885

投資その他の資産合計 539,067 633,764

固定資産合計 10,074,272 10,468,043

資産合計 22,472,629 24,848,114
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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 2,314,396 3,168,224

短期借入金 1,471,618 2,490,906

1年内返済予定の長期借入金 928,440 928,440

未払法人税等 48,770 63,171

賞与引当金 183,095 154,539

その他 975,617 689,334

流動負債合計 5,921,938 7,494,616

固定負債

長期借入金 2,356,611 1,676,821

繰延税金負債 34,033 31,736

役員退職慰労引当金 183,333 194,495

退職給付に係る負債 167,370 195,053

その他 13,081 7,575

固定負債合計 2,754,430 2,105,681

負債合計 8,676,368 9,600,297

純資産の部

株主資本

資本金 2,188,960 2,188,960

資本剰余金 2,235,713 2,235,713

利益剰余金 9,363,043 9,123,124

自己株式 △397,587 △397,670

株主資本合計 13,390,128 13,150,126

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 38,611 97,487

為替換算調整勘定 △455,875 1,121,188

その他の包括利益累計額合計 △417,264 1,218,675

少数株主持分 823,396 879,013

純資産合計 13,796,261 15,247,816

負債純資産合計 22,472,629 24,848,114
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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 19,142,465 16,719,733

売上原価 16,474,609 14,675,467

売上総利益 2,667,855 2,044,266

販売費及び一般管理費 2,403,643 2,326,938

営業利益又は営業損失（△） 264,212 △282,672

営業外収益

受取利息 15,240 28,566

受取配当金 5,730 6,503

為替差益 158,807 119,680

その他 59,431 26,427

営業外収益合計 239,208 181,177

営業外費用

支払利息 32,156 31,313

その他 325 -

営業外費用合計 32,482 31,313

経常利益又は経常損失（△） 470,938 △132,808

特別利益

固定資産売却益 2,084 1,099

投資有価証券売却益 - 13,397

特別利益合計 2,084 14,497

特別損失

固定資産売却損 1,254 9

固定資産除却損 8,221 2,865

投資有価証券売却損 224 10,792

ゴルフ会員権評価損 2,196 -

特別損失合計 11,896 13,667

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（△）

461,126 △131,978

法人税等 97,647 65,110

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（△）

363,479 △197,089

少数株主損失（△） △7,868 △72,163

四半期純利益又は四半期純損失（△） 371,347 △124,926
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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又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

363,479 △197,089

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12,793 58,876

為替換算調整勘定 1,089,243 1,704,844

その他の包括利益合計 1,102,036 1,763,720

四半期包括利益 1,465,515 1,566,631

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,363,577 1,511,014

少数株主に係る四半期包括利益 101,938 55,617
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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：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額

プラスチック
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 17,011,810 1,942,057 188,597 19,142,465 ― 19,142,465

セグメント間の内部
売上高又は振替高

25,042 60,121 10,343 95,508 △95,508 ―

計 17,036,853 2,002,178 198,941 19,237,973 △95,508 19,142,465

セグメント利益又は損失(△) 285,690 △27,707 6,229 264,212 ― 264,212

(注）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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ 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)

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

四半期連結
損益計算書
計上額

プラスチック
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 14,876,255 1,613,518 229,959 16,719,733 ― 16,719,733

セグメント間の内部
売上高又は振替高

23,131 61,827 9,553 94,512 △94,512 ―

計 14,899,387 1,675,345 239,513 16,814,246 △94,512 16,719,733

セグメント利益又は損失(△) △252,724 △64,086 34,138 △282,672 ― △282,672

(注）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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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