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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 726 0.8 8 ― 2 ― △8 ―
24年3月期第2四半期 721 ― △113 ― △124 ― △122 ―

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2四半期 △0.49 ―
24年3月期第2四半期 △7.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 2,129 915 43.0
24年3月期 2,124 922 43.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  915百万円 24年3月期  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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（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 1,530 8.4 45 ― 35 ― 24 ― 1.45



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 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、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（２）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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2Q 16,563,152 株 24年3月期 16,563,152 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 8,231 株 24年3月期 8,231 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 16,554,921 株 24年3月期2Q 16,555,583 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３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や政府の経済対策などを

背景に緩やかな回復傾向がみられましたが、長期化する欧州債務危機や円高・株安の影響、さらに世界

経済の減速懸念などを背景に、依然として先行き不透明な状況が続いております。当社の主要取引先で

あります電子機器メーカーにおきましても、その影響を受け厳しい状況となっており、これに伴い当社

の販売状況も厳しさを増しております。このような状況のもと、当社は顧客ニーズに応えた高付加価値

製品の開発と、その量産体制の構築に注力するとともに、生産体制を徹底的に見直しコスト削減に努め

て参りました。その結果、当第２四半期累計期間における当社の売上高は、積極的な営業活動の成果も

あり726百万円と前年同四半期と比べ５百万円（0.8％）の増収になりました。営業損益につきまして

も、売上原価の削減、固定費の圧縮などにより営業利益８百万円と前年同四半期と比べ122百万円（前

年同四半期営業損失113百万円）の増益になりました。経常損益につきましても、営業外損益はほぼ予

定どおりに推移したことから経常利益２百万円（前年同四半期経常損失124百万円）となりましたもの

の、四半期純損益につきましては、投資有価証券評価損を計上したことなどにより、四半期純損失８百

万円（前年同四半期純損失122百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

なお、第１四半期会計期間より、事業の内容を的確に表すために報告セグメントの名称を従来の「計

測関連」から「デバイス関連」へ、「システム関連」から「タッチパネル関連」へそれぞれ変更してお

ります。当該変更については、名称のみの変更であり、これによるセグメント情報に与える影響はあり

ません。 

  

・ デバイス関連 

当セグメントの主力であるデバイスプログラマ製品の主要顧客でありますスマートフォン、デジタ

ルカメラ関連企業なども、長引く不況の影響を受け設備投資を手控える動きもありましたが、積極的

な営業活動の結果、オートハンドラ等の高付加価値製品の売上を上げることができたこと、また電子

機器関連企業の書込みサービス需要も堅調に推移しました。しかし、ＦＰＤ（フラット パネル デ

ィスプレイ）画質検査装置につきましては、主要顧客である大手パネルメーカー並びにバックライト

メーカーの検査装置への設備投資が控えられたことなどにより、当初予定を下回り、売上高370百万

円と前年同四半期と比べ13百万円（3.3％）の減収となりました。セグメント利益（営業利益）は、

コスト削減効果もあり97百万円と前年同四半期と比べ42百万円（78.4％）の増益となりました。 

  

・ タッチパネル関連 

当セグメントのタッチパネル製品のうち大型タッチパネルの売上は予定を下回ったものの、金融端

末用中型タッチパネルは予定していた以上の売上を上げることができましたことから、当セグメント

の売上高は、356百万円と前年同四半期と比べ18百万円（5.5％）の増収、セグメント利益（営業利

益）は、37百万円と前年同四半期と比べ51百万円（前年同四半期セグメント損失13百万円）の増益と

なりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて1.6％増加し、1,229百万円となりました。これは、原材料及び貯

蔵品が20百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が27百万円、仕掛品が15百万円それぞれ増加した

ことなどによるものです。 

固定資産は、前事業年度末に比べて1.5％減少し、900百万円となりました。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べて0.2％増加し、2,129百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて2.5％増加し、989百万円となりました。これは、支払手形及び買

掛金が54百万円減少しましたが、短期借入金が75百万円増加したことなどによるものです。 

固定負債は、前事業年度末に比べて4.9％減少し、224百万円となりました。これは、長期借入金が10

百万円減少したことなどによるものです。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べて1.0％増加し、1,213百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて0.8％減少し、915百万円となりました。これは、当第２四半期

累計期間の四半期純損失が８百万円であったことなどによるものです。 

  

当期の業績予想につきましては、本日平成24年11月２日公表の「業績予想の修正及び特別損失の計上に

関するお知らせ」をご覧ください。 

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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。  

  

（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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。 

この変更による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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

ミナトエレクトロニクス㈱（6862） 平成25年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

－4－



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 244,351 252,747

受取手形及び売掛金 478,466 506,346

製品 142,806 133,930

仕掛品 210,247 225,949

原材料及び貯蔵品 116,333 96,084

その他 18,363 14,212

貸倒引当金 △360 －

流動資産合計 1,210,209 1,229,270

固定資産   

有形固定資産   

土地 635,450 635,450

その他 1,285,007 1,278,635

減価償却累計額 △1,134,735 △1,137,164

有形固定資産合計 785,722 776,921

無形固定資産 10,480 9,465

投資その他の資産   

その他 163,836 159,880

貸倒引当金 △45,968 △45,968

投資その他の資産合計 117,867 113,911

固定資産合計 914,071 900,298

資産合計 2,124,281 2,129,568

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 255,317 201,016

短期借入金 647,620 723,104

1年内返済予定の長期借入金 21,600 21,600

未払法人税等 7,536 4,079

製品保証引当金 1,000 1,200

その他 32,388 38,344

流動負債合計 965,462 989,344

固定負債   

長期借入金 78,400 67,600

退職給付引当金 26,440 26,664

役員退職慰労引当金 18,737 17,809

再評価に係る繰延税金負債 109,787 109,787

その他 2,717 2,630

固定負債合計 236,082 224,491

負債合計 1,201,544 1,213,835
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,335,692 1,335,692

資本剰余金 91,261 91,261

利益剰余金 △413,907 △422,066

自己株式 △877 △877

株主資本合計 1,012,167 1,004,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △92 1,063

土地再評価差額金 △89,339 △89,339

評価・換算差額等合計 △89,431 △88,275

純資産合計 922,736 915,733

負債純資産合計 2,124,281 2,129,568
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 721,038 726,870

売上原価 559,499 495,204

売上総利益 161,538 231,666

販売費及び一般管理費 275,127 223,061

営業利益又は営業損失（△） △113,588 8,604

営業外収益   

受取利息 47 0

受取配当金 430 421

受取賃貸料 1,947 2,435

その他 599 1,460

営業外収益合計 3,024 4,316

営業外費用   

支払利息 11,745 9,606

為替差損 2,079 596

その他 46 658

営業外費用合計 13,871 10,861

経常利益又は経常損失（△） △124,435 2,059

特別利益   

固定資産売却益 6,554 7

特別利益合計 6,554 7

特別損失   

固定資産除却損 308 0

投資有価証券評価損 － 4,371

関係会社整理損 901 －

役員退職功労金 － 1,500

特別退職金 － 1,936

特別損失合計 1,210 7,807

税引前四半期純損失（△） △119,091 △5,739

法人税、住民税及び事業税 2,980 2,419

法人税等合計 2,980 2,419

四半期純損失（△） △122,071 △8,159
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当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

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）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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