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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１四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１四半期連結累計期間の売上高は、92 億 65 百万円(前年同期比 8.7％増)

となりました。また、損益は営業利益 6 億 52 百万円（前年同期比 51.2％増）、経常利益 9 億 13

百万円（前年同期比 82.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 9 億 30 百万円（前年同

期比 55.7％減）となりました。なお、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同期に対し減

少となった要因は、投資有価証券売却益の計上が前期は 29 億 29 百万円であったのに対し、当

期は 4 億 79 百万円となったこと等によるものです。 

 

(2)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成 28 年 3 月期の連結業績につきましては、平成 27 年 5 月 8 日に公表いたしました連結業

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作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、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 

    （会計方針の変更） 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下「企業結合会計

基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日。

以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成

25 年９月 13 日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、
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支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上する

とともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。ま

た、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表

に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から

非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期

連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っ

ております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項(4)、連結会計基準第 44－５

項(4)及び事業分離等会計基準第 57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期

連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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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27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 8,067,309 8,420,334 

受取手形及び売掛金 13,653,496 13,141,400 

有価証券 36,458 135,803 

商品及び製品 3,150,466 3,060,201 

仕掛品 1,300,077 1,445,995 

原材料及び貯蔵品 2,642,708 2,687,317 

その他 1,077,173 1,086,143 

貸倒引当金 △175,426 △165,422 

流動資産合計 29,752,264 29,811,773 

固定資産    

有形固定資産 11,209,897 11,100,793 

無形固定資産    

その他 95,901 89,111 

無形固定資産合計 95,901 89,111 

投資その他の資産    

投資有価証券 23,796,785 23,756,780 

その他 1,281,353 1,168,360 

貸倒引当金 △369,315 △209,041 

投資その他の資産合計 24,708,823 24,716,100 

固定資産合計 36,014,622 35,906,005 

資産合計 65,766,887 65,717,778 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 6,235,155 6,268,993 

短期借入金 4,096,354 4,429,280 

1年内返済予定の長期借入金 883,290 878,974 

未払法人税等 1,200,383 363,588 

賞与引当金 484,797 662,040 

役員賞与引当金 1,831 97 

製品保証引当金 433 230 

その他 1,876,432 2,317,583 

流動負債合計 14,778,676 14,920,789 

固定負債    

長期借入金 767,874 992,446 

退職給付に係る負債 60,551 70,847 

資産除去債務 58,148 58,092 

その他 1,271,950 1,171,765 

固定負債合計 2,158,524 2,293,152 

負債合計 16,937,201 17,213,941 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,262,490 7,284,231 

資本剰余金 6,374,513 6,396,254 

利益剰余金 28,758,169 28,447,347 

自己株式 △3,022 △3,167 

株主資本合計 42,392,150 42,124,665 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 2,446,431 2,217,853 

為替換算調整勘定 1,099,998 1,131,521 

退職給付に係る調整累計額 182,611 168,330 

その他の包括利益累計額合計 3,729,041 3,517,706 

新株予約権 84,479 86,072 

非支配株主持分 2,624,013 2,775,392 

純資産合計 48,829,685 48,503,837 

負債純資産合計 65,766,887 65,717,778 
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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26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 8,521,353 9,265,342 

売上原価 7,154,371 7,622,007 

売上総利益 1,366,982 1,643,334 

販売費及び一般管理費 935,801 991,242 

営業利益 431,180 652,091 

営業外収益    

受取利息 42,630 106,077 

受取配当金 27,565 45,569 

持分法による投資利益 144,521 74,151 

その他 77,896 90,236 

営業外収益合計 292,614 316,034 

営業外費用    

支払利息 25,618 29,470 

その他 196,113 24,803 

営業外費用合計 221,731 54,273 

経常利益 502,063 913,853 

特別利益    

投資有価証券売却益 2,929,926 479,877 

その他 3,905 12,783 

特別利益合計 2,933,832 492,661 

特別損失    

固定資産除却損 21,242 1,236 

その他 43,085 － 

特別損失合計 64,328 1,236 

税金等調整前四半期純利益 3,371,567 1,405,277 

法人税等 1,215,825 418,634 

四半期純利益 2,155,742 986,643 

非支配株主に帰属する四半期純利益 52,867 55,652 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,102,875 930,991 
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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26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益 2,155,742 986,643 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △2,078,854 △228,562 

為替換算調整勘定 △150,028 171,838 

退職給付に係る調整額 △11,909 △14,414 

持分法適用会社に対する持分相当額 104,979 △46,930 

その他の包括利益合計 △2,135,812 △118,069 

四半期包括利益 19,930 868,574 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 54,701 719,655 

非支配株主に係る四半期包括利益 △34,771 148,918 
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（３）（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

 

（４）（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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