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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の業績（平成28年４月１日～平成28年12月31日）

（１）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 ％

29年３月期第３四半期 5,909 △11.3 626 △18.7 729 △15.3 526 △11.1

28年３月期第３四半期 6,658 △10.5 770 △15.2 861 △11.7 591 △9.6
　

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

29年３月期第３四半期 91.25 90.67

28年３月期第３四半期 101.33 100.80
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第３四半期 10,233 8,909 86.4

28年３月期 9,619 8,494 87.6
(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 8,842百万円 28年３月期 8,430百万円
　

　　

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

28年３月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00

29年３月期 ― 40.00 ―

29年３月期(予想) 40.00 80.00
(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29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29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 8,200 △2.7 860 △10.2 960 △8.4 690 △2.6 120.62
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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
　

　

（３）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) 29年３月期３Ｑ 6,317,200株 28年３月期 6,317,200株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 586,200株 28年３月期 476,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 5,765,498株 28年３月期３Ｑ 5,838,002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、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。

・四半期決算説明資料は当社ホームページに掲載しております。
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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３四半期業績の概要は以下の通りであります。

電子部品業界におきましては、パソコン関連の需要減少に加え、スマートフォンの成長鈍化が鮮明になってきて

おります。ハイエンドスマートフォンがミドル・ローエンドスマートフォンに押され、ハイエンド品の成長鈍化が

鮮明になってきました。

当社におきましては、スマートフォン向けマイクロコネクター及び車載向けマイクロコネクター用硬質金めっき

薬品は、堅調に推移しました。また、車載向けなどのリードフレーム用パラジウムめっき薬品につきましても比較

的好調に推移しました。一方、スマートフォン向け無電解めっき薬品は、若干回復の兆しが見えたものの需要が伸

び悩みました。

その結果、売上高は5,909百万円 (前年同四半期累計期間比11.3％減)、営業利益は626百万円 (前年同四半期累計

期間比18.7％減)、経常利益は729百万円 (前年同四半期累計期間比15.3％減)、四半期純利益は526百万円(前年同四

半期累計期間比11.1％減) となりました。

売上高の用途品目別内訳は、プリント基板・半導体搭載基板用1,978百万円、コネクタ・マイクロスイッチ用

1,097百万円、リードフレーム用2,387百万円、その他445百万円であります。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は5,911百万円となり、前事業年度末に比べて213百万円の減少となりました。これは主に受取手形及び

売掛金(電子記録債権を含む)が173百万円増加したものの、現金及び預金が519百万円減少したことによるものであ

ります。

固定資産は4,322百万円となり、前事業年度末に比べて828百万円の増加となりました。これは主に投資有価証券

が847百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は10,233百万円となり、前事業年度末に比べて614百万円の増加となりました。

(負債)

流動負債は395百万円となり、前事業年度末に比べて50百万円の減少となりました。これは主に未払法人税等が

102百万円減少したことによるものであります。

固定負債は929百万円となり、前事業年度末に比べて250百万円の増加となりました。これは主に繰延税金負債が

250百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は1,324百万円となり、前事業年度末に比べて200百万円の増加となりました。

(純資産)

純資産合計は8,909百万円となり、前事業年度末に比べて414百万円の増加となりました。これは主にその他有価

証券評価差額金が580百万円増加したことによるものであります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,540,921 4,021,687

受取手形及び売掛金 1,277,197 1,450,240

商品及び製品 55,818 189,444

原材料及び貯蔵品 123,572 161,600

その他 128,236 88,789

流動資産合計 6,125,746 5,911,762

固定資産

有形固定資産 114,736 107,647

無形固定資産 24,273 13,500

投資その他の資産

投資有価証券 3,303,619 4,150,914

その他 50,643 50,130

投資その他の資産合計 3,354,263 4,201,044

固定資産合計 3,493,273 4,322,193

資産合計 9,619,019 10,233,955

負債の部

流動負債

買掛金 179,424 233,648

未払法人税等 138,541 36,081

賞与引当金 54,300 27,150

その他 72,979 98,358

流動負債合計 445,245 395,238

固定負債

長期未払金 278,442 278,442

繰延税金負債 361,074 611,725

資産除去債務 39,306 39,413

固定負債合計 678,822 929,580

負債合計 1,124,067 1,324,819

純資産の部

株主資本

資本金 1,283,196 1,283,196

資本剰余金 1,026,909 1,026,909

利益剰余金 6,152,806 6,214,219

自己株式 △1,134,023 △1,366,273

株主資本合計 7,328,889 7,158,051

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,101,323 1,681,378

繰延ヘッジ損益 0 2,581

評価・換算差額等合計 1,101,323 1,683,959

新株予約権 64,737 67,124

純資産合計 8,494,951 8,909,135

負債純資産合計 9,619,019 10,233,955
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 6,658,666 5,909,258

売上原価 5,118,130 4,520,289

売上総利益 1,540,535 1,388,968

販売費及び一般管理費 769,922 762,167

営業利益 770,613 626,800

営業外収益

受取利息 444 106

受取配当金 86,992 86,478

その他 3,413 16,708

営業外収益合計 90,849 103,293

営業外費用

自己株式取得費用 - 407

営業外費用合計 - 407

経常利益 861,462 729,686

特別利益

固定資産売却益 765 -

新株予約権戻入益 - 9,444

特別利益合計 765 9,444

特別損失

固定資産除却損 0 2,021

特別損失合計 0 2,021

税引前四半期純利益 862,228 737,109

法人税、住民税及び事業税 252,793 193,881

法人税等調整額 17,896 17,122

法人税等合計 270,689 211,003

四半期純利益 591,538 526,105
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（３）四半期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。
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