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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２四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年９月30日）におけるわが国経済は、消費税増税の

影響で個人消費が減少し、一時的な押し下げ要因となりましたが、設備投資の増加などにより、緩やかな回復

傾向で推移しました。世界経済におきましては、米国経済は個人消費の増加などを背景に、緩やかな拡大基調

が続きましたが、欧州経済は内需が伸び悩み鈍化傾向となりました。また、中国を中心にしたアジア経済は緩

やかな回復傾向で推移しました。

 ICT（情報通信技術）や自動車を含むエレクトロニクス市場におきましては、スマートフォンやタブレットPC

の生産は拡大し、さらには自動車販売台数の増加や電装化の進展などにより、堅調に推移しました。

 このような環境の中、当社グループでは通信機器市場やカーエレクトロニクス市場への販売に注力しました

が、市場価格が下落し、デジタルカメラ向けの製品が減少しました。その結果、当第2四半期連結累計期間の売

上高は15,519百万円（前年同期比13.4%減）となり、売上高の減少に伴って営業損失は586百万円（前年同期は

営業利益686百万円）となりました。また、為替差益452百万円を計上した結果、経常損失は111百万円（前年同

期は経常利益747百万円）、四半期純損失は450百万円（前年同期は四半期純利益658百万円）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末と比較して3,923百万円増加し、61,516百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金、機械装置及び運搬具の増加などによるものであります。

 負債合計は、前期末に比べ3,788百万円増加し、24,734百万円となりました。これは主に借入金の増加などに

よるものであります。

 純資産合計は、前期末に比べ135百万円増加し、36,781百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定が

増加したため、純資産が増加しております。

 自己資本比率は、前期末に比べ3.9ポイント減少し、52.2％となりました。

 

（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５月14日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。なお、当該予想数値の修正に関

する内容につきましては、本日（平成26年11月13日）公表の「業績予想の修正ならびに剰余金の配当（第2四半

期末配当）及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

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の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用については、主に当第２四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

（退職給付に関する会計基準等の適用）

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退

職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割

引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法か

ら退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率へ変更しておりま

す。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。

 この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が31,349千円増加し、利益剰余金が

31,349千円減少しております。なお、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失に与える影響は軽微であります。
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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26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 12,033,062 13,677,666 

受取手形及び売掛金 7,584,795 7,373,574 

有価証券 1,870,686 1,871,148 

商品及び製品 3,057,436 3,550,885 

仕掛品 3,551,342 3,853,351 

原材料及び貯蔵品 2,510,388 2,641,822 

繰延税金資産 250,965 197,873 

その他 1,243,538 1,254,926 

貸倒引当金 △14,470 △11,634 

流動資産合計 32,087,746 34,409,613 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 5,882,740 5,824,642 

機械装置及び運搬具（純額） 9,679,484 10,999,790 

工具、器具及び備品（純額） 1,114,120 1,217,915 

土地 5,737,952 5,776,816 

建設仮勘定 766,720 734,372 

有形固定資産合計 23,181,018 24,553,537 

無形固定資産 

のれん 22,362 15,834 

その他 238,716 272,881 

無形固定資産合計 261,078 288,715 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,644,262 1,815,184 

長期貸付金 137 504 

繰延税金資産 41,228 49,711 

その他 484,046 506,161 

貸倒引当金 △107,030 △107,030 

投資その他の資産合計 2,062,645 2,264,532 

固定資産合計 25,504,742 27,106,786 

資産合計 57,592,488 61,516,400 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,108,156 3,466,490 

短期借入金 3,328,421 3,861,341 

1年内返済予定の長期借入金 3,801,097 4,392,518 

未払金 1,016,086 1,065,800 

未払法人税等 127,383 106,239 

賞与引当金 263,853 286,896 

役員賞与引当金 － 7,500 

繰延税金負債 － 2,804 

その他 633,554 765,342 

流動負債合計 12,278,552 13,954,933 

固定負債 

長期借入金 6,050,105 8,084,881 

繰延税金負債 679,618 762,115 

退職給付に係る負債 1,578,260 1,621,807 

長期未払金 218,327 161,879 

資産除去債務 25,023 25,222 

その他 116,509 123,692 

固定負債合計 8,667,844 10,779,598 

負債合計 20,946,397 24,734,532 

純資産の部 

株主資本 

資本金 19,344,883 19,344,883 

資本剰余金 12,413,510 12,413,508 

利益剰余金 1,356,903 667,546 

自己株式 △1,532,474 △1,842,281 

株主資本合計 31,582,822 30,583,656 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 234,468 338,847 

為替換算調整勘定 232,707 982,530 

退職給付に係る調整累計額 235,317 200,692 

その他の包括利益累計額合計 702,493 1,522,071 

少数株主持分 4,360,775 4,676,139 

純資産合計 36,646,091 36,781,867 

負債純資産合計 57,592,488 61,516,400 
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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２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 17,911,090 15,519,898 

売上原価 14,106,017 12,906,854 

売上総利益 3,805,073 2,613,043 

販売費及び一般管理費 3,118,471 3,199,583 

営業利益又は営業損失（△） 686,602 △586,539 

営業外収益    

受取利息 9,941 15,284 

受取配当金 15,994 16,455 

為替差益 139,561 452,345 

その他 48,962 127,860 

営業外収益合計 214,461 611,946 

営業外費用    

支払利息 125,970 60,226 

その他 27,145 76,788 

営業外費用合計 153,115 137,015 

経常利益又は経常損失（△） 747,947 △111,608 

特別利益    

固定資産売却益 1,978 3,320 

減損損失戻入益 2,343 － 

特別利益合計 4,322 3,320 

特別損失    

固定資産売却損 6,368 4,510 

固定資産除却損 15,373 1,465 

過年度関税等支払額 74,442 － 

特別損失合計 96,184 5,976 

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（△） 
656,085 △114,264 

法人税、住民税及び事業税 75,729 148,486 

法人税等調整額 △131,649 66,222 

法人税等合計 △55,920 214,708 

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（△） 
712,005 △328,973 

少数株主利益 53,992 121,915 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 658,013 △450,889 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
至 平成26年９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（△） 
712,005 △328,973 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 112,459 104,378 

為替換算調整勘定 640,160 1,040,128 

退職給付に係る調整額 － △34,576 

その他の包括利益合計 752,619 1,109,930 

四半期包括利益 1,464,625 780,957 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 1,265,052 368,688 

少数株主に係る四半期包括利益 199,573 412,268 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円） 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

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（△） 
656,085 △114,264 

減価償却費 1,747,357 1,701,871 

のれん償却額 25,909 7,564 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,652 △2,863 

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,832 21,262 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,500 7,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △59,261 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △47,873 

受取利息及び受取配当金 △25,936 △31,740 

支払利息 125,970 60,226 

為替差損益（△は益） 24,136 △212,115 

有形固定資産売却損益（△は益） 4,389 1,190 

有形固定資産除却損 15,373 1,465 

減損損失戻入益 △2,343 － 

売上債権の増減額（△は増加） 75,768 616,508 

たな卸資産の増減額（△は増加） 273,264 △589,678 

仕入債務の増減額（△は減少） 126,451 △24,646 

その他 187,400 △45,489 

小計 3,214,245 1,348,916 

利息及び配当金の受取額 25,936 31,740 

利息の支払額 △133,524 △59,509 

法人税等の支払額 △354,707 △198,049 

法人税等の還付額 － 89,114 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,751,949 1,212,212 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △1,169,650 △2,285,003 

有形固定資産の売却による収入 45,873 28,088 

投資有価証券の取得による支出 △3,911 △2,518 

貸付けによる支出 △260 △2,576 

貸付金の回収による収入 562 1,467 

その他 △25,799 △54,947 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,153,185 △2,315,489 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 411,885 394,480 

長期借入れによる収入 496,500 3,936,000 

長期借入金の返済による支出 △2,088,891 △1,461,036 

配当金の支払額 △166,359 △207,744 

少数株主への配当金の支払額 △55,048 △98,865 

自己株式の売却による収入 － 34 

自己株式の取得による支出 △4,936 △309,843 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,406,850 2,253,024 

現金及び現金同等物に係る換算差額 156,484 495,318 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 348,399 1,645,065 

現金及び現金同等物の期首残高 14,864,561 13,903,748 

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,212,960 15,548,814 
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（４）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）

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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円） 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 日本 

北米 
（注）３ 

欧州 
（注）３ 中国 台湾 

アジア 
（注）３ 計 

売上高 

外部顧客への

売上高 
5,053,067 1,103,322 977,116 5,157,129 4,595,605 1,024,848 17,911,090 － 17,911,090 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

7,604,879 13,160 2,703 2,351,030 774,468 2,343,543 13,089,786 △13,089,786 － 

計 12,657,946 1,116,483 979,820 7,508,160 5,370,074 3,368,392 31,000,876 △13,089,786 17,911,090 

セグメント利益

又は損失（△） 
364,440 43,067 5,726 56,478 232,451 △18,573 683,590 3,011 686,602 

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額3,011千円には、セグメント間取引消去88,169千円、のれんの償

却額△25,909千円、その他の調整額△59,248千円が含まれております。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円） 

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 日本 北米 

（注）３ 
欧州 

（注）３ 
中国 台湾 アジア 

（注）３ 
計 

売上高 

外部顧客への

売上高 
3,568,599 888,429 1,241,298 4,767,072 3,603,689 1,450,808 15,519,898 - 15,519,898 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

8,906,239 4,334 3,134 1,738,403 1,520,442 2,543,709 14,716,264 △14,716,264 - 

計 12,474,838 892,764 1,244,432 6,505,476 5,124,131 3,994,518 30,236,162 △14,716,264 15,519,898 

セグメント利益

又は損失（△） 
△559,009 5,974 40,110 △390,476 292,235 △119,140 △730,306 143,766 △586,539 

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額143,766千円には、セグメント間取引消去29,121千円、のれんの

償却額△7,564千円、その他の調整額122,208千円が含まれております。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３. 日本、中国、台湾以外の各セグメントに属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国

(2）欧州………ドイツ

(3）アジア……インドネシア、シンガポール
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

（退職給付に関する会計基準等の適用）

 会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法

を変更しております。

なお、セグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
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