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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 232,085 7.8 17,343 37.7 16,936 37.4 10,382 34.0
25年3月期第3四半期 215,341 △2.4 12,593 124.1 12,324 269.4 7,748 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 19,248百万円 （96.6％） 25年3月期第3四半期 9,793百万円 （―％）

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 38.62 38.60
25年3月期第3四半期 28.82 28.81

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 374,141 175,144 46.8
25年3月期 369,322 163,968 44.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 175,040百万円 25年3月期 163,882百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 20.00

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 ： 無  

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 322,000 8.1 26,000 29.7 24,000 21.8 13,500 13.7 50.22



(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
連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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P.2「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。 
2.決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しております。 

※ 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 279,020,914 株 25年3月期 279,020,914 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 10,178,595 株 25年3月期 10,171,434 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 268,846,664 株 25年3月期3Q 268,852,031 株
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当第３四半期における内外経済は、新興国の景気下振れ懸念があるものの、国内ではアベノミクス効

果により、企業収益や個人消費に明るい兆しが見られました。 

この環境下、当第３四半期連結累計期間の売上高は、対前年同期比７．８％増の２，３２０億円とな

りました。セグメント別内訳は、コンシューマが１，９２４億円、システムが３０５億円、その他が

９１億円となりました。 

時計は「Ｇ－ＳＨＯＣＫ」や「ＥＤＩＦＩＣＥ」といったブランドが、北米や中国などの海外を中心

に好調に推移し増収となりました。また、「Ｂａｂｙ－Ｇ」「ＳＨＥＥＮ」といった女性向けブランド

も海外で拡大しました。電子辞書は「エクスワード」シリーズの販売が堅調に推移し、引き続き国内で

トップシェアを維持しました。電子楽器は電子ピアノの販売が順調に拡大しました。 

損益につきましては、コンシューマが２４８億円の営業利益となりました。時計や電子辞書は引き続

き高収益性を維持し、デジタルカメラは独自のハイエンド製品特化により、利益を確保しました。シス

テムは２２億円の営業損失、その他は４億円の営業損失となりました。この結果、調整後の連結合計と

して１７３億円の営業利益（対前年同期比３７．７％増）となりました。また、経常利益は１６９億円

（対前年同期比３７．４％増）、四半期純利益は１０３億円（対前年同期比３４．０％増）となりまし

た。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末比４８億

円増加の３，７４１億円となりました。純資産は、利益剰余金、為替換算調整勘定、その他有価証券評

価差額金の増加等により、前連結会計年度末比１１１億円増加の１，７５１億円となりました。その結

果、自己資本比率は前連結会計年度末比２．４ポイント増の４６．８％に改善されました。 

  

現時点での平成２６年３月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成２５年１１月６日公

表）に対して変更はありません。 

当グループは今後も全世界で通用する独自技術を生かした新製品の積極的な世界展開により、長期的

視点に立った収益力強化、経営・財務体質強化に取り組みます。 

  
（注）業績見通しについて 

①為替水準は１ＵＳ＄＝９５円、１ユーロ＝１３０円を想定しております。 

②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。実際の業績に影響を与える要素としては、当グループの事業をとりまく経済情勢、対ドル

をはじめとする主要為替相場の変動、製品販売価格の大幅な変動などが考えられますが、これ

らに限られるものではありません。 

  

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

(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：百万円）

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 56,029 93,888

受取手形及び売掛金 50,490 42,342

有価証券 57,139 35,494

製品 39,665 35,729

仕掛品 5,573 4,546

原材料及び貯蔵品 8,877 8,873

その他 32,531 34,674

貸倒引当金 △585 △575

流動資産合計 249,719 254,971

固定資産   

有形固定資産 64,381 64,057

無形固定資産 6,068 6,195

投資その他の資産   

投資有価証券 30,401 32,793

その他 18,796 16,207

貸倒引当金 △43 △82

投資その他の資産合計 49,154 48,918

固定資産合計 119,603 119,170

資産合計 369,322 374,141
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,709 28,939

短期借入金 4,400 4,844

1年内返済予定の長期借入金 25,000 15,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 2,321 2,412

製品保証引当金 790 771

その他 37,082 38,717

流動負債合計 115,302 100,683

固定負債   

社債 21,278 22,543

新株予約権付社債 250 250

長期借入金 52,900 58,888

退職給付引当金 2,700 2,718

その他 12,924 13,915

固定負債合計 90,052 98,314

負債合計 205,354 198,997

純資産の部   

株主資本   

資本金 48,592 48,592

資本剰余金 65,703 65,703

利益剰余金 62,523 64,840

自己株式 △8,592 △8,599

株主資本合計 168,226 170,536

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,624 7,708

繰延ヘッジ損益 △143 △72

為替換算調整勘定 △7,825 △3,132

その他の包括利益累計額合計 △4,344 4,504

少数株主持分 86 104

純資産合計 163,968 175,144

負債純資産合計 369,322 374,141
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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 215,341 232,085

売上原価 131,795 136,338

売上総利益 83,546 95,747

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 23,347 24,877

その他 47,606 53,527

販売費及び一般管理費合計 70,953 78,404

営業利益 12,593 17,343

営業外収益   

受取利息 476 432

受取配当金 149 232

その他 357 353

営業外収益合計 982 1,017

営業外費用   

支払利息 880 911

その他 371 513

営業外費用合計 1,251 1,424

経常利益 12,324 16,936

特別利益   

投資有価証券売却益 － 414

受取保険金 409 －

退職給付制度改定益 385 －

その他 14 3

特別利益合計 808 417

特別損失   

減損損失 322 －

投資有価証券評価損 799 －

役員退職慰労金 6 2,134

その他 98 148

特別損失合計 1,225 2,282

税金等調整前四半期純利益 11,907 15,071

法人税等 4,070 4,671

少数株主損益調整前四半期純利益 7,837 10,400

少数株主利益 89 18

四半期純利益 7,748 10,382
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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利益 7,837 10,400

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 546 4,084

繰延ヘッジ損益 71 71

為替換算調整勘定 1,339 4,693

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 1,956 8,848

四半期包括利益 9,793 19,248

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,705 19,230

少数株主に係る四半期包括利益 88 18
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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 

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△3,733百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△3,733百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

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。 

  

Ⅱ 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） 

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 セグメント利益又は損失（△）の調整額△4,747百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△4,747百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社管理部

門に係る費用並びに基礎研究に係る費用であります。 

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) 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）

  （単位：百万円）
 

  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  コンシューマ システム その他 合計

売上高            

 (1) 外部顧客への売上高 163,935 29,328 22,078 215,341 ― 215,341

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

1 57 2,115 2,173 △2,173 ―

計 163,936 29,385 24,193 217,514 △2,173 215,341

セグメント利益 
又は損失（△）

17,603 △1,034 △243 16,326 △3,733 12,593
 

  （単位：百万円）
 

  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  コンシューマ システム その他 合計

売上高            

 (1) 外部顧客への売上高 192,404 30,551 9,130 232,085 ― 232,085

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

2 48 2,984 3,034 △3,034 ―

計 192,406 30,599 12,114 235,119 △3,034 232,085

セグメント利益 
又は損失（△）

24,826 △2,257 △479 22,090 △4,747 17,343
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