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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）

（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 1,541 △13.3 △42 ― △30 ― △33 ―

25年３月期第１四半期 1,779 24.8 15 ― 17 ― △78 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 52百万円(―％) 25年３月期第１四半期 △101百万円(―％)

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 △1 .29 ―

25年３月期第１四半期 △3 .04 ―

（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 9,557 6,702 70.1

25年３月期 9,287 6,688 72.0

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 6,702百万円 25年３月期 6,688百万円

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 ― ― ― 1 .50 1 .50

26年３月期 ―

26年３月期(予想) ― ― 1 .50 1 .50

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)

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) 3,200 △4.4 0 ― 0 ― 0 ― 0 .00

通期 6,600 7.8 100 ― 100 ― 80 ― 3 .11



  

 

 

 
  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。

  

・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。 

※ 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)

    新規    ＿社 (社名)                、除外    ＿社 (社名)

（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
 

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 26,220,000株 25年３月期 26,220,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 490,296株 25年３月期 489,700株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 25,729,820株 25年３月期１Ｑ 25,735,483株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間のエレクトロニクス業界の状況は、世界生産においては新興諸国を含めたスマートフ

ォンやタブレット端末の市場拡大により堅調に推移しました。一方、国内においては、新政権の景気対策効果の期

待などから円安基調になったものの、無線通信機器分野及びホームエレクトロニクス分野の生産高が前年同四半期

に比べて大幅に減少しました。 

このような環境のもとで、当社グループは、海外市場における販売力を強化し、重点販売商品である下面電極構

造の導電性高分子タンタルコンデンサ及び高電流ヒューズの売上高の増加に注力しました。 

しかしながら、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、小型携帯電子機器分野及びカーエレクトロ

ニクス分野並びにホームエレクトロニクス分野向けの需要の減少により、売上高につきましては、前年同四半期比

13.3％減少し、15億４千１百万円となりました。損益につきましては、売上高の減少により、営業損失４千２百万

円（前年同四半期比５千８百万円悪化）、経常損失３千万円（前年同四半期比４千８百万円悪化）となりました。

また、純損益につきましては、四半期純損失３千３百万円（前年同四半期比４千５百万円改善）となりました。 
  

セグメント別の業績は次のとおりです。 
  

売上高は、導電性高分子タンタルコンデンサの売上高は増加したものの、小型携帯電子機器分野やカーエレク

トロニクス分野及び産業機器向けの需要が減少した結果、前年同四半期比14.1％減少し、12億６千５百万円とな

り、セグメント利益は９千４百万円（前年同四半期比19.4％減少）となりました。 

売上高は、リチウムイオン電池向けの売上高は増加したものの、小型携帯電子機器分野向けの需要が減少した

結果、前年同四半期比10.4％減少し、２億１千１百万円となり、セグメント利益は５百万円（前年同四半期比

85.7％減少）となりました。 

売上高は、主として、フィルムコンデンサの売上高が、主にカーエレクトロニクス分野向けの需要の減少によ

り、前年同四半期比7.3％減少し、６千５百万円となり、セグメント損失は１千５百万円（前年同四半期比２百万

円改善）となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億６千９百万円（2.9％）増加し、95億５千

７百万円となりました。流動資産は、同１億５千３百万円（2.9％）増加し、54億６千７百万円となりました。これ

は主として受取手形及び売掛金が１億４千１百万円増加したこと等によるものです。固定資産は、同１億１千５百

万円（2.9％）増加し、40億９千万円となりました。これは主として投資有価証券の時価の回復により投資その他の

資産が１億９百万円増加したこと等によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ２億５千５百万円（9.8％）増加し、28億５千４百万円となりました。流動負債

は、同２億３千５百万円（12.8％）増加し、20億７千５百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金

が１億３千７百万円、設備関係支払手形が８千４百万円増加したこと等によるものです。固定負債は、同２千万円

（2.7％）増加し、７億７千９百万円となりました。これは主として繰延税金負債が２千４百万円増加したこと等に

よるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１千４百万円（0.2％）増加し、67億２百万円となりました。これは主とし

て、四半期純損失の計上及び利益剰余金の配当を行ったこと等により利益剰余金が７千１百万円減少したものの、

有価証券の時価の回復によりその他有価証券評価差額金が８千５百万円増加したこと等によるものです。 
  

平成25年５月15日に公表した平成26年３月期（平成25年４月１日～平成26年３月31日）の連結業績予想の変更は

ありません。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

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

①タンタルコンデンサ事業

②回路保護素子事業

③その他

（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

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：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 1,862,293 1,797,790

受取手形及び売掛金 1,748,092 1,889,325

有価証券 35,228 35,716

製品 812,830 842,773

仕掛品 437,754 457,644

原材料及び貯蔵品 395,751 409,713

その他 23,210 36,089

貸倒引当金 △1,749 △1,890

流動資産合計 5,313,411 5,467,163

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 15,741,017 15,870,273

減価償却累計額及び減損損失累計額 △14,451,178 △14,490,468

機械装置及び運搬具（純額） 1,289,839 1,379,805

その他 6,876,944 6,802,321

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,242,396 △5,251,660

その他（純額） 1,634,548 1,550,661

有形固定資産合計 2,924,387 2,930,466

無形固定資産 30,503 30,412

投資その他の資産   

投資有価証券 998,555 1,108,727

その他 23,025 20,493

貸倒引当金 △2,264 △1

投資その他の資産合計 1,019,316 1,129,220

固定資産合計 3,974,208 4,090,098

資産合計 9,287,620 9,557,261
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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 710,221 848,194

短期借入金 700,000 700,000

未払法人税等 15,717 5,984

設備関係支払手形 49,762 134,691

その他 364,272 386,265

流動負債合計 1,839,974 2,075,135

固定負債   

繰延税金負債 128,854 153,556

退職給付引当金 542,947 544,488

環境対策引当金 9,322 9,322

資産除去債務 6,946 6,978

その他 70,905 65,040

固定負債合計 758,975 779,387

負債合計 2,598,950 2,854,522

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,219,588 2,219,588

資本剰余金 3,341,270 3,341,270

利益剰余金 1,100,763 1,028,965

自己株式 △85,032 △85,096

株主資本合計 6,576,590 6,504,727

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 112,241 198,196

繰延ヘッジ損益 △162 △185

その他の包括利益累計額合計 112,079 198,011

純資産合計 6,688,669 6,702,738

負債純資産合計 9,287,620 9,557,261

松尾電機㈱(6969)平成26年３月期第１四半期決算短信

-4-



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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) 

売上高 1,779,054 1,541,784

売上原価 1,417,544 1,241,608

売上総利益 361,509 300,175

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 127,616 136,105

退職給付費用 7,990 7,285

貸倒引当金繰入額 56 140

その他 210,285 199,442

販売費及び一般管理費合計 345,948 342,972

営業利益又は営業損失（△） 15,561 △42,796

営業外収益   

受取利息 129 114

受取配当金 10,508 10,308

為替差益 － 3,289

その他 1,030 879

営業外収益合計 11,668 14,592

営業外費用   

支払利息 2,330 2,415

為替差損 6,741 －

その他 221 195

営業外費用合計 9,293 2,611

経常利益又は経常損失（△） 17,936 △30,815

特別損失   

固定資産除却損 705 254

投資有価証券評価損 87,858 －

特別損失合計 88,563 254

税金等調整前四半期純損失（△） △70,627 △31,070

法人税、住民税及び事業税 7,722 2,132

法人税等調整額 － －

法人税等合計 7,722 2,132

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △78,349 △33,202

四半期純損失（△） △78,349 △33,202
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（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損失（△） △78,349 △33,202

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,940 85,954

繰延ヘッジ損益 4 △22

その他の包括利益合計 △22,935 85,931

四半期包括利益 △101,285 52,729

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △101,285 52,729

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。 

  

Ⅰ  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) 

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 

 
(注) １．「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、フィルムコンデンサ事業及びア

ルミコンデンサ事業等を含んでいます。 

     ２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△125,854千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

す。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。 

     ３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ  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) 

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 

 
(注) １．「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、フィルムコンデンサ事業及びア

ルミコンデンサ事業等を含んでいます。 

     ２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△127,746千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

す。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。 

     ３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っています。 

（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）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結 

損益及び包括 

利益計算書 

計上額(注)３

タンタル 

コンデンサ事業

回路保護素子 

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 1,472,954 235,694 1,708,649 70,405 1,779,054 ― 1,779,054

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,472,954 235,694 1,708,649 70,405 1,779,054 ― 1,779,054

セグメント利益 
又は損失(△)

116,625 41,899 158,524 △17,108 141,416 △125,854 15,561

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結 

損益及び包括 

利益計算書 

計上額(注)３

タンタル 

コンデンサ事業

回路保護素子 

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 1,265,401 211,103 1,476,504 65,279 1,541,784 ― 1,541,784

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,265,401 211,103 1,476,504 65,279 1,541,784 ― 1,541,784

セグメント利益 
又は損失(△)

94,007 5,971 99,979 △15,029 84,949 △127,746 △42,796
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