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

26年3月期第3四半期 6,622 △6.4 △218 ― △52 ― △426 ―
25年3月期第3四半期 7,077 △6.3 7 ― 81 ― △12 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 △345百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 113百万円 （―％）

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3四半期 △44.95 ―
25年3月期第3四半期 △1.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第3四半期 14,619 11,458 78.4 1,223.96
25年3月期 15,149 11,922 78.7 1,251.12
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 11,458百万円 25年3月期 11,922百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 10.00

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、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 ： 有 
(注）詳細は、添付資料P.２「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。 

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 8,850 △4.1 △290 ― △110 ― △500 ― △52.71



(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 ： 無 

(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きの対象外であり、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
く四半期連結財務諸表レビュー手続き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 
 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。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、四半期
決算短信（添付資料）P.２「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
②①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3Q 10,066,872 株 25年3月期 10,066,872 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 704,837 株 25年3月期 537,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 9,486,328 株 25年3月期3Q 9,530,473 株
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（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我が国経済は、政府による各種経済政策や金融政策などによる円高の是正や株高

傾向を背景に、自動車関連市場などの輸出産業は底堅く推移し、国内景気は緩やかな回復基調が続いております。 

 当社における経営状況は、主力製品である自動車関連製品は一部海外移転があったものの底堅く推移いたしました。

半面、デジタル家電関連製品の受注は予想を上回る減産に加え海外調達化が進み、プレス金型受注減とともに当社にと

って厳しい結果となりました。 

 このような状況下、当社グループ（当社及び連結子会社）は、盤石な経営基盤を築くため、自動車関連製品や住宅設

備関連製品の受注拡大をさらに加速すべく、技術力の再構築、新製品開発強化、生産性向上、原価低減に取り組んでま

いりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は66億２千２百万円（前年同四半期比6.4％減）となりました。 

 損益面では売上高の減少に伴う売上総利益の減少などにより営業損失は２億１千８百万円（前年同四半期は営業利益

７百万円）、投資有価証券売却益８千５百万円を営業外収益に計上したことなどにより経常損失は５千２百万円（前年

同四半期は経常利益８千１百万円）となりました。また、旧岡谷工場跡地を売却したことによる固定資産売却益４千９

百万円を特別利益に、旧岡谷工場解体による固定資産除却損７千４百万円、当社グループの福岡耳納工場の固定資産に

ついて、現在の事業環境を踏まえ将来計画を見直した結果、減損損失２億９千３百万円を特別損失にそれぞれ計上いた

しました。加えて、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、繰延税金資産の一部を取崩し、４千４百

万円を法人税等調整額に計上いたしました。その結果、四半期純損失は４億２千６百万円（前年同四半期は四半期純損

失１千２百万円）となりました。 

 

 当社グループの製品別概況は、次の通りであります。 

 

① 自動車関連製品 

 ナビゲーション等の車載電装品等の自動車関連製品の売上高は41億２千４百万円（前年同四半期比1.9％減）となり

ました。 

 

② 事務機関連製品 

 複写機・プリンター等の事務機関連製品の売上高は９億４千４百万円（前年同四半期比3.8％減）となりました。 

 

③ デジタル家電関連製品 

 デジタルカメラ・ビデオカメラ等のデジタル家電関連製品の売上高は７億８千２百万円（前年同四半期比32.5％減）

となりました。 

 

④ その他の製品 

 その他の製品としては住宅設備関連製品、電子部品関連製品が主なものであります。その他の売上高は７億７千万円

（前年同四半期比5.1％増）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は146億１千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ５億２千９百万

円減少しました。このうち流動資産は85億１千８百万円となり１億１千１百万円減少しました。これは主に、有価証券

が４億９千９百万円増加しましたが、現金及び預金が６億４百万円減少したことによるものであります。固定資産は61

億１百万円となり４億１千８百万円減少しました。これは主に、建物及び構築物１億６千３百万円、機械装置及び運搬

具１億６千３百万円、土地６千８百万円の減少によるものであります。 

 負債は31億６千万円となり、前連結会計年度末と比べ６千６百万円減少しました。流動負債は24億４千１百万円とな

り１億４百万円減少しました。これは主に、資産除去債務の減少１億４千４百万円によるものであります。固定負債は

７億１千９百万円となり３千８百万円増加しました。 

 純資産は114億５千８百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億６千３百万円減少しました。これは主に、四半期

純損失４億２千６百万円の計上と配当金支払６千６百万円による利益剰余金の減少などによるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日公表いたしました連結業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表の「特別損失の計上及び業績予想の修正並びに役員報酬減額のお知らせ」をご覧く

ださい。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 該当事項はありません。 

  

（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。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,223,858 1,618,937

受取手形及び売掛金 3,209,999 3,137,215

有価証券 2,000,000 2,499,805

製品 142,849 165,630

仕掛品 524,784 457,284

原材料及び貯蔵品 273,332 300,023

その他 254,910 339,428

流動資産合計 8,629,734 8,518,325

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,923,748 1,760,523

機械装置及び運搬具（純額） 1,053,305 890,086

土地 865,705 797,300

その他（純額） 209,785 206,774

有形固定資産合計 4,052,544 3,654,684

無形固定資産 38,654 32,738

投資その他の資産   

投資有価証券 2,372,104 2,339,953

その他 57,462 75,050

貸倒引当金 △1,400 △1,400

投資その他の資産合計 2,428,166 2,413,603

固定資産合計 6,519,365 6,101,026

資産合計 15,149,100 14,619,352

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,052,690 2,102,876

賞与引当金 117,777 61,976

資産除去債務 144,375 －

その他 231,473 276,513

流動負債合計 2,546,316 2,441,366

固定負債   

退職給付引当金 382,036 395,780

役員退職慰労引当金 40,590 42,730

資産除去債務 125,530 125,734

その他 132,197 154,938

固定負債合計 680,354 719,183

負債合計 3,226,670 3,160,550
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,779,113 3,779,113

資本剰余金 3,498,197 3,498,197

利益剰余金 4,724,210 4,231,082

自己株式 △231,748 △282,911

株主資本合計 11,769,773 11,225,482

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47,998 129,782

為替換算調整勘定 104,658 103,537

その他の包括利益累計額合計 152,656 233,320

純資産合計 11,922,429 11,458,802

負債純資産合計 15,149,100 14,619,352
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

売上高 7,077,284 6,622,456

売上原価 6,308,491 6,088,500

売上総利益 768,792 533,955

販売費及び一般管理費 761,021 752,916

営業利益又は営業損失（△） 7,771 △218,961

営業外収益   

受取利息 19,333 24,444

受取配当金 11,815 17,982

為替差益 31,598 3,826

投資有価証券売却益 － 85,082

その他 10,909 41,134

営業外収益合計 73,657 172,471

営業外費用   

その他 111 6,264

営業外費用合計 111 6,264

経常利益又は経常損失（△） 81,317 △52,754

特別利益   

固定資産売却益 16,882 50,370

役員退職慰労引当金戻入額 9,860 －

特別利益合計 26,742 50,370

特別損失   

固定資産売却損 122 －

固定資産除却損 3,409 76,401

減損損失 － 293,365

投資有価証券評価損 99,674 －

その他 － 889

特別損失合計 103,206 370,656

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（△）

4,853 △373,040

法人税、住民税及び事業税 17,620 8,786

法人税等調整額 － 44,595

法人税等合計 17,620 53,381

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △12,767 △426,422

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △12,767 △426,422
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △12,767 △426,422

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 95,858 81,784

為替換算調整勘定 30,468 △1,120

その他の包括利益合計 126,327 80,663

四半期包括利益 113,560 △345,758

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 113,560 △345,758

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。  

  

 当社は、平成25年８月９日開催の取締役会決議に基づき、自己株式166,000株の取得を行いました。この結果、当

第３四半期連結累計期間において自己株式が50,764千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が

282,911千円となっております。  

  

  

（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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