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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 18,259 29.1 236 △27.5 1,077 ― 462 ―
25年3月期第1四半期 14,144 △6.4 325 ― △710 ― △924 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,305百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △1,886百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 24.65 ―
25年3月期第1四半期 △49.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 108,782 39,032 35.9
25年3月期 102,045 36,726 36.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  39,032百万円 25年3月期  36,726百万円

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  
平成26年３月期の配当予想額については、現時点において未定であります。 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 37,600 27.6 1,500 ― 950 ― 200 ― 10.65
通期 77,000 26.8 3,700 ― 2,700 ― 1,000 ― 53.26



(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３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、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 
（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２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） 26年3月期1Q 19,403,320 株 25年3月期 19,403,320 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 629,244 株 25年3月期 629,244 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 18,774,076 株 25年3月期1Q 18,774,076 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国においては、住宅市場や雇用の回復を背景に個

人消費が拡大する等、緩やかな回復基調にありましたが、欧州においては長期化している財政金融危機

の根本的な解決が図れず緊縮財政等の混迷から脱却できない状態が続いております。アジア経済も、中

国の輸出の落ち込みにより生産活動や設備投資及び個人消費等が低迷して多くの国で経済成長のペース

が鈍化しています。 

一方、我が国経済においては、新政権と日本銀行により導入された金融緩和策への期待や円安、株高

を主因とする消費マインドの改善による個人消費の増加や雇用の改善、生産や輸出の持ち直しなど前向

きな動きが見られ、景気の底入れが確認できるようになりました。 

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、世界的な自動車需要の回復やエコカーへの関心

の高まりを背景に堅調な拡大を続けております。しかしながらエレクトロニクス業界では、パソコン関

連機器の需要減や国際競争の激化によるテレビ事業の縮小等により国内各社は引き続き厳しい状況にあ

ります。 

このような状況のもと当社グループでは、今後も成長が期待される車載関連基板の生産規模拡大を計

画しておりますが、好調な受注により既存の山形工場や中国広州工場に加え、昨年より車載基板の生産

を開始した中国武漢第一工場でも順調に生産が増加しました。さらに海外の全工場で車載基板の生産を

行う体制とするためベトナム工場でも生産開始の準備を進めております。また、スマートフォンを中心

とした先端基板事業の拡大についても、新規海外顧客の開拓を積極的に行ったことにより、生産拠点で

ある中国武漢第二工場やベトナム工場において生産が順調に推移し、これらの結果売上高は前年同期を

大きく上回りました。しかしながら営業利益については中国における労務費の高騰等により、前年同期

を下回りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、182億５千９百万円（前年同期比29.1％増）と

前年同期に比べ41億１千５百万円の増収となりました。また、損益面は、営業利益が２億３千６百万円

（前年同期比27.5％減）、経常利益が10億７千７百万円（前年同期は経常損失７億１千万円）、四半期

純利益が４億６千２百万円（前年同期は四半期純損失９億２千４百万円）となりました。 

  

(資産) 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は1,087億８千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ67億

３千６百万円増加しました。流動資産において、受取手形及び売掛金が21億３千８百万円増加、商品及

び製品が11億２百万円増加、固定資産において、有形固定資産が31億５千６百万円増加が主な要因であ

ります。 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末の負債は697億４千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ44億３千

１百万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が19億５千９百万円増加、短期借入金

が27億７千４百万円増加、固定負債において、長期借入金が５億５千８百万円減少が主な要因でありま

す。 

(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は390億３千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億５

百万円増加しました。利益剰余金が４億６千２百万円増加、為替換算調整勘定が17億８千４百万円増加

が主な要因であります。 

  

当第１四半期連結累計期間においては、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに業績予想

（平成25年５月10日付公表数値）を据え置いております。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

（税金費用の計算） 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,007 9,086

受取手形及び売掛金 12,128 14,267

商品及び製品 3,417 4,519

仕掛品 2,597 2,558

原材料及び貯蔵品 4,472 4,942

その他 3,492 2,163

貸倒引当金 △14 △15

流動資産合計 35,101 37,522

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,998 26,123

機械装置及び運搬具（純額） 27,525 28,628

土地 1,944 1,944

建設仮勘定 6,587 7,490

その他（純額） 716 742

有形固定資産合計 61,772 64,928

無形固定資産 468 481

投資その他の資産 4,703 5,849

固定資産合計 66,944 71,259

資産合計 102,045 108,782
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,242 9,202

短期借入金 13,971 16,745

1年内返済予定の長期借入金 13,107 12,970

未払法人税等 738 500

賞与引当金 440 255

その他 4,676 5,405

流動負債合計 40,177 45,079

固定負債   

長期借入金 22,557 21,998

退職給付引当金 1,517 1,562

役員退職慰労引当金 261 261

その他 805 847

固定負債合計 25,141 24,670

負債合計 65,318 69,749

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,545 10,545

資本剰余金 12,467 12,467

利益剰余金 13,827 14,290

自己株式 △396 △396

株主資本合計 36,443 36,906

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △115 △109

繰延ヘッジ損益 △205 △153

為替換算調整勘定 603 2,388

その他の包括利益累計額合計 282 2,125

純資産合計 36,726 39,032

負債純資産合計 102,045 108,782
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 14,144 18,259

売上原価 11,921 15,905

売上総利益 2,222 2,354

販売費及び一般管理費 1,897 2,118

営業利益 325 236

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 2 2

助成金収入 0 18

受取損害金 15 －

為替差益 － 1,066

その他 21 39

営業外収益合計 43 1,131

営業外費用   

支払利息 217 216

為替差損 625 －

その他 236 72

営業外費用合計 1,079 289

経常利益又は経常損失（△） △710 1,077

特別利益   

固定資産売却益 3 0

受取補償金 － 159

特別利益合計 3 160

特別損失   

固定資産除売却損 15 122

投資有価証券評価損 336 －

たな卸資産廃棄損 23 －

特別損失合計 376 122

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（△）

△1,083 1,116

法人税等 △158 653

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（△）

△924 462

四半期純利益又は四半期純損失（△） △924 462
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30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（△）

△924 462

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 178 5

繰延ヘッジ損益 △81 52

為替換算調整勘定 △1,058 1,784

その他の包括利益合計 △961 1,842

四半期包括利益 △1,886 2,305

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,886 2,305

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループの事業は、電子回路基板等の設計、製造販売及びこれらの付随業務の単一セグメント

であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（重要な後発事象）
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