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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 40,152 △3.5 △275 ― 885 ― △775 ―

24年3月期第3四半期 41,619 △12.8 △548 ― △857 ― △834 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △615百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1,681百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △10.83 ―

24年3月期第3四半期 △11.49 ―

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

25年3月期第3四半期 53,153 27,101 50.9 379.48
24年3月期 53,883 28,257 52.4 392.59

（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  27,034百万円 24年3月期  28,219百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  
 

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 54,500 △1.5 120 ― 1,700 ― △200 ― △2.81



(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 

（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、四半期決算短信（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 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧く
ださい。 

(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 
 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）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 79,000,000 株 24年3月期 79,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 7,758,815 株 24年3月期 7,119,784 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 71,603,428 株 24年3月期3Q 72,607,004 株
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当第３四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりです。 
  
（ＣＳ事業部） 
 コネクタは、主力の通信市場では、海外大手得意先の新製品向けに新たに採用されたほか、中華圏な
ど海外を主とするスマートフォン向けが順調であったことから前年を上回りました。情報市場では新型
タブレットＰＣ向けが好調で大幅増加となったほか、自動車向けも堅調に推移しました。また、成長が
期待される環境市場では太陽光発電モジュール向けの採用拡大により、前年より大きく伸長しました。
 この結果、当事業の売上高は191億６千７百万円(前年同期比15.5％増)となりました。 
  
（ＦＣ事業部） 
 主力のリモコンは、日系得意先の薄型ＴＶを始めとしたデジタル家電全体の低迷により大きく影響を
受けましたが、海外ＩＰ－ＴＶ／セットトップボックス市場での新規得意先参入、また、サニタリー、
太陽光発電モニター向けの住宅設備関連、介護ベット向け等の医療・福祉関連で需要が堅調に推移した
ことにより、前年同期を僅かに下回る水準まで挽回しました。スイッチは、中華圏携帯電話および国内
車載機器向けの新たなビジネス獲得が進んでいるものの、海外スマートフォン向けが得意先の販売不振
を受けて大幅な減少となりました。ユニットにおいても、リモコン同様に、日系薄型ＴＶ向けの販売低
迷および北米における得意先商品の販売終了により低調に推移しました。 
 この結果、当事業の売上高は136億３千７百万円(前年同期比19.7％減)となりました。 
  
（ＴＰ事業部） 
 自動車向けは、カーナビゲーション用タッチパネルが国内外得意先からの引き合いが活況を呈したた
め高水準の売上で推移しました。ＡＴＭ向けも中国市場向けが好調に推移し、電子辞書、ＰＯＳ端末向
けなども好調でしたが、スマートフォン向けについては、価格低下と競争激化の影響を受け、大きく落
ち込みました。 
 この結果、当事業の売上高は71億５千７百万円(前年同期比9.5％減)となりました。 
  
収益につきましては、減収の影響、生産コストの上昇等に対し、新製品の投入、販売体制の強化、原
価低減、および生産拠点の集約等収益力の改善に取り組みました。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は401億５千２百万円(前年同期比3.5％減)、営業損
失は２億７千５百万円(前年同期は営業損失５億４千８百万円)、経常利益は第３四半期末にかけて円安
が進行したことによる為替差益(７億７千３百万円)の発生があり、８億８千５百万円(前年同期は経常
損失８億５千７百万円)、四半期純損失は７億７千５百万円(前年同期は四半期純損失８億３千４百万
円)となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.1％増加し、335億４百万円となりました。これは、現金及
び預金が４億２千４百万円、たな卸資産が14億１千万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が９億３
千５百万円、繰延税金資産が７億３千８百万円それぞれ減少したことなどによります。固定資産は、前
連結会計年度末に比べて3.7％減少し、196億４千８百万円となりました。これは、有形固定資産が２億
９千万円増加し、繰延税金資産が３億４千１百万円、前払年金費用が４億１千万円それぞれ減少したこ
となどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、531億５千３百万円となりました。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.3％減少し、213億６千６百万円となりました。これは、短
期借入金が２億９千３百万円、未払金が９億３千５百万円、賞与引当金が３億８千８百万円それぞれ減
少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて52.6％増加し、46億８千５百万円
となりました。これは、長期借入金が16億２千４百万円増加したことなどによります。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.7％増加し、260億５千１百万円となりました。
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、271億１百万円となりました。これは、為替
換算調整勘定が２億５千万円増加し、利益剰余金が12億７百万円減少したことなどによります。 
  

第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成24年10月24日に公表いたしました平成25年３月期通期
の連結業績予想を本資料において修正いたしました。なお、当該予想数値に関する事項は、本日(平成
25年１月25日)公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  
  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月
１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお
ります。 
これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
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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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,472 8,897

受取手形及び売掛金 15,223 14,288

商品及び製品 2,748 3,400

仕掛品 539 745

原材料及び貯蔵品 2,184 2,737

その他 4,362 3,485

貸倒引当金 △45 △48

流動資産合計 33,485 33,504

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,383 5,401

その他（純額） 10,815 11,088

有形固定資産合計 16,199 16,489

無形固定資産

のれん 252 164

その他 137 116

無形固定資産合計 390 280

投資その他の資産

その他 3,925 2,989

貸倒引当金 △117 △111

投資その他の資産合計 3,808 2,877

固定資産合計 20,397 19,648

資産合計 53,883 53,153
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,283 3,399

短期借入金 9,674 9,381

未払金 7,516 6,581

未払法人税等 94 90

賞与引当金 629 241

その他 1,357 1,670

流動負債合計 22,556 21,366

固定負債

長期借入金 2,483 4,107

退職給付引当金 21 16

役員退職慰労引当金 118 131

その他 447 430

固定負債合計 3,069 4,685

負債合計 25,626 26,051

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 12,345 12,345

利益剰余金 14,784 13,577

自己株式 △3,554 △3,697

株主資本合計 31,572 30,221

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 147 62

為替換算調整勘定 △3,499 △3,248

その他の包括利益累計額合計 △3,352 △3,186

新株予約権 32 66

少数株主持分 5 －

純資産合計 28,257 27,101

負債純資産合計 53,883 53,153
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

売上高 41,619 40,152

売上原価 36,203 34,281

売上総利益 5,416 5,871

販売費及び一般管理費 5,964 6,147

営業損失（△） △548 △275

営業外収益

受取利息 8 16

受取配当金 54 52

不動産賃貸料 445 532

為替差益 － 773

その他 152 182

営業外収益合計 660 1,557

営業外費用

支払利息 109 97

不動産賃貸原価 216 214

為替差損 559 －

その他 84 84

営業外費用合計 969 396

経常利益又は経常損失（△） △857 885

特別利益

固定資産売却益 34 39

投資有価証券売却益 83 －

新株予約権戻入益 120 －

その他 2 6

特別利益合計 241 45

特別損失

固定資産除却損 32 154

関係会社整理損 － 100

特別退職金 － 94

製品補償損失 102 －

その他 11 62

特別損失合計 145 412

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（△）

△761 519

法人税、住民税及び事業税 95 179

法人税等調整額 △22 1,120

法人税等合計 72 1,300

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △833 △781

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △5

四半期純損失（△） △834 △775
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △833 △781

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △317 △85

為替換算調整勘定 △530 250

その他の包括利益合計 △847 165

四半期包括利益 △1,681 △615

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,681 △610

少数株主に係る四半期包括利益 0 △5
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   該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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：百万円) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース事業、不動産

賃貸事業及びファクタリング事業を含んでおります。 

  

Ⅱ  当第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) 

 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：百万円) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース事業、不動産

賃貸事業及びファクタリング事業を含んでおります。 

  

   該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
その他 
(注)

四半期連結
損益計算書 
計上額ＣＳ事業部 ＦＣ事業部 ＴＰ事業部 計

 売上高

 外部顧客への売上高 16,594 16,975 7,904 41,473 146 41,619

 セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 16,594 16,975 7,904 41,473 146 41,619

セグメント利益又は損失(△)
(営業損失)

△181 △381 △21 △583 35 △548

報告セグメント
その他 
(注)

四半期連結
損益計算書 
計上額ＣＳ事業部 ＦＣ事業部 ＴＰ事業部 計

 売上高

 外部顧客への売上高 19,167 13,637 7,157 39,961 191 40,152

 セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 19,167 13,637 7,157 39,961 191 40,152

セグメント利益又は損失(△)
(営業損失)

665 △963 23 △275 0 △275

(5) 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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①受注実績 

（単位：百万円、％）

 
  

 
  

②販売実績 

（単位：百万円、％）

 
 

 
  

４．補足情報

受注及び販売の状況(市場別)

市場別

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間  

(自 平成23年４月１日
  至 平成23年12月31日)

(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

増減
 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

通信部品 13,736 34.2 11,822 30.0 △1,913 △13.9

情報事務機部品 5,376 13.4 6,039 15.3 663 12.3

家電部品 4,524 11.2 5,045 12.8 520 11.5

電装部品 6,793 16.9 7,698 19.5 904 13.3

映像・音響部品 9,026 22.4 8,016 20.3 △1,010 △11.2

その他部品 759 1.9 833 2.1 73 9.7

合計 40,216 100.0 39,456 100.0 △760 △1.9

市場別

(参考)前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日)

金額 構成比

通信部品 17,800 33.0

情報事務機部品 7,569 14.0

家電部品 6,676 12.4

電装部品 8,970 16.7

映像・音響部品 11,829 22.0

その他部品 1,019 1.9

合計 53,865 100.0

市場別

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間  

(自 平成23年４月１日
  至 平成23年12月31日)

(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

増減
 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

通信部品 14,996 36.0 11,671 29.1 △3,325 △22.2

情報事務機部品 5,225 12.6 6,321 15.7 1,096 21.0

家電部品 4,325 10.4 5,324 13.3 999 23.1

電装部品 6,661 16.0 7,740 19.3 1,078 16.2

映像・音響部品 9,633 23.1 8,310 20.7 △1,323 △13.7

その他部品 777 1.9 784 1.9 7 1.0

合計 41,619 100.0 40,152 100.0 △1,466 △3.5

市場別

(参考)前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日)

金額 構成比

通信部品 19,264 34.8

情報事務機部品 7,372 13.3

家電部品 6,306 11.4

電装部品 8,953 16.2

映像・音響部品 12,389 22.4

その他部品 1,053 1.9

合計 55,340 100.0
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