
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

       

 

       

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,767 △2.6 113 △21.9 151 △24.3 117 △15.0
25年３月期第１四半期 3,869 10.6 144 90.8 200 98.7 138 118.5

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 397百万円( 71.3％) 25年３月期第１四半期 232百万円( 117.8％)

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 8.23 ―
25年３月期第１四半期 9.69 ―

（２）連結財政状態

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 10,723 4,257 38.6
25年３月期 10,601 3,926 36.0

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 4,137百万円 25年３月期 3,816百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 5.00 5.00

(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）

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) 8,000 1.7 280 △22.6 260 △37.5 180 △36.7 12.56
通期 16,500 10.1 750 35.5 700 5.9 500 58.0 34.88

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

 
（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（１）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。 
  
  

   

     

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）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 ： 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

（４）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) 26年３月期１Ｑ 14,624,000株 25年３月期 14,624,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 290,769株 25年３月期 290,769株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 14,333,231株 25年３月期１Ｑ 14,334,168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
 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「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。
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 当第１四半期連結累計期間の当社が属するプリント配線板業界の状況は、国内では昨年末からの円高の是

正や経済金融政策への期待から、景況感は改善に向っているものの実態経済への波及には至りませんでし

た。海外では欧州の金融不安は依然払拭されておらず、中国・アジア等の新興国経済は成長が続きましたが

低水準で推移するなど経済の下振れリスクが懸念される状況が続きました。 

 このような状況の中で当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、海外でＬＥＤ照明やエアコン

等の家電製品の売上が前年同四半期を上回るなど堅調に推移しました。一方、国内は前期 も需要が低迷し

た第４四半期からは回復が続きましたが、前期の第１四半期は自動車関連分野で減税や補助金による特需が

あった反動から、全般的に低水準で推移した結果、売上高は前年同四半期を下回り3,767百万円（前年同四

半期比2.6％減102百万円の減収）となりました。製品別では、片面プリント配線板は、海外で家電製品や自

動車関連分野が堅調に推移したことで前年同四半期を上回り2,156百万円（前年同四半期比12.8％増245百万

円の増収）となりました。両面プリント配線板は、国内の家電製品の低迷と国内外ともに自動車関連分野の

回復が遅く、その結果前年同四半期を下回り1,118百万円（前年同四半期比19.6％減272百万円の減収）とな

りました。その他の売上高は、実装事業の回復の遅れにより492百万円（前年同四半期比13.2％減75百万円

の減収）となりました。 

 利益面については、海外で製造設備の自動化推進や調達コストの削減により利益率の改善が進みましたが

国内のプリント配線板及び実装事業が低迷した結果、営業利益は前年同四半期を下回り、113百万円（前年

同四半期比21.9％減31百万円の減益）となり、経常利益についても同様の結果、151百万円（前年同四半期

比24.3％減48百万円の減益）となりました。以上の結果、四半期純利益は117百万円（前年同四半期比

15.0％減20百万円の減益）となりました。 

  

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、主に現金及び預金の減少345百万円、受取手形及び売

掛金の増加212百万円、有形固定資産の増加253百万円等により、10,723百万円（前連結会計年度末比122

百万円の増加）となりました。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、１年内返済予定の長期借入金の減少92百万円、長期借入

金の減少124百万円等により、6,465百万円（前連結会計年度末比208百万円の減少）となりました。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、主に為替換算調整勘定が255百万円増加したことによ

り、4,257百万円（前連結会計年度末比331百万円の増加）となりました。 

  

当期の業績につきましては、平成25年４月30日発表の当初予想値からの変更はございません。 

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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当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。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

  （税金費用の計算）
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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 2,802,799 2,457,788

受取手形及び売掛金 2,612,120 2,824,576

製品 365,488 342,807

仕掛品 281,789 287,331

原材料及び貯蔵品 653,832 588,266

繰延税金資産 86,837 90,622

その他 221,036 257,214

貸倒引当金 △15,748 △17,411

流動資産合計 7,008,155 6,831,196

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,910,556 3,020,195

減価償却累計額 △2,051,140 △2,130,477

建物及び構築物（純額） 859,416 889,718

機械装置及び運搬具 5,913,968 6,311,306

減価償却累計額 △4,544,952 △4,824,581

機械装置及び運搬具（純額） 1,369,015 1,486,725

土地 570,309 711,297

建設仮勘定 51,013 14,973

その他 877,450 920,193

減価償却累計額 △735,719 △777,531

その他（純額） 141,730 142,662

有形固定資産合計 2,991,484 3,245,377

無形固定資産 15,502 15,358

投資その他の資産

投資有価証券 184,997 211,519

繰延税金資産 69,101 68,564

その他 347,926 351,785

貸倒引当金 △16,061 △0

投資その他の資産合計 585,964 631,869

固定資産合計 3,592,951 3,892,605

資産合計 10,601,107 10,723,801
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(単位：千円)

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 2,355,632 2,284,914

短期借入金 1,454,157 1,468,998

1年内返済予定の長期借入金 708,512 615,795

リース債務 15,822 13,255

未払法人税等 124,355 76,027

賞与引当金 128,221 189,163

その他 364,292 438,364

流動負債合計 5,150,993 5,086,518

固定負債

長期借入金 1,052,387 927,725

リース債務 3,885 2,088

退職給付引当金 170,852 176,868

役員退職慰労引当金 6,008 6,371

負ののれん 15,828 －

繰延税金負債 16,143 23,755

その他 258,232 242,569

固定負債合計 1,523,339 1,379,378

負債合計 6,674,332 6,465,896

純資産の部

株主資本

資本金 1,102,433 1,102,433

資本剰余金 1,153,716 1,153,716

利益剰余金 1,849,848 1,896,168

自己株式 △31,457 △31,457

株主資本合計 4,074,541 4,120,860

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30,494 50,702

繰延ヘッジ損益 △564 △1,330

為替換算調整勘定 △287,860 △32,375

その他の包括利益累計額合計 △257,931 16,996

少数株主持分 110,165 120,047

純資産合計 3,926,774 4,257,904

負債純資産合計 10,601,107 10,723,801
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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 3,869,810 3,767,540

売上原価 3,159,568 3,050,732

売上総利益 710,241 716,807

販売費及び一般管理費 565,354 603,637

営業利益 144,887 113,169

営業外収益

受取利息 342 737

受取配当金 768 650

為替差益 5,315 14,482

持分法による投資利益 1,278 －

負ののれん償却額 15,828 15,828

助成金収入 12,057 14,097

保険返戻金 26,295 －

雑収入 8,964 3,653

営業外収益合計 70,852 49,449

営業外費用

支払利息 11,777 7,946

売上債権売却損 3,529 3,023

雑損失 8 0

営業外費用合計 15,315 10,970

経常利益 200,423 151,649

特別利益

固定資産売却益 100 369

投資有価証券売却益 1,014 1,450

その他 133 －

特別利益合計 1,248 1,819

特別損失

固定資産売却損 122 582

固定資産除却損 41 2,820

特別損失合計 163 3,403

税金等調整前四半期純利益 201,508 150,065

法人税、住民税及び事業税 54,155 30,775

法人税等合計 54,155 30,775

少数株主損益調整前四半期純利益 147,353 119,289

少数株主利益 8,496 1,304

四半期純利益 138,856 117,985
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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 147,353 119,289

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,002 20,208

繰延ヘッジ損益 △1,085 △961

為替換算調整勘定 98,024 259,079

持分法適用会社に対する持分相当額 784 －

その他の包括利益合計 84,720 278,327

四半期包括利益 232,073 397,616

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 223,980 392,718

少数株主に係る四半期包括利益 8,092 4,898
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 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) 

  該当事項はありません。 

  

 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) 

  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）
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