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1.  平成23年1月期第1四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年4月30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 ％

23年1月期第1四半期 23,058 14.4 338 ― 433 ― 984 ―
22年1月期第1四半期 20,158 ― △201 ― △184 ― △290 ―

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

23年1月期第1四半期 35.58 ―
22年1月期第1四半期 △10.50 ―

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

23年1月期第1四半期 76,433 63,695 83.3 2,301.69
22年1月期 76,749 62,922 82.0 2,273.74

（参考） 自己資本   23年1月期第1四半期  63,695百万円 22年1月期  62,922百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

22年1月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
23年1月期 ―
23年1月期 

（予想）
15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

45,000 13.0 400 ― 600 ― 580 ― 20.96

通期 93,000 14.3 1,000 ― 1,400 339.1 1,350 311.2 48.78



4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用をご覧く
   ださい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年1月期第1四半期 32,072,398株 22年1月期  32,072,398株
② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期  4,399,053株 22年1月期  4,398,918株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年1月期第1四半期 27,673,405株 22年1月期第1四半期 27,674,265株



 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、各国の景気刺激策や新興国の需要牽引により回復基調にあり

ます。 

 一方で国内経済においては、政府の景気刺激策や企業努力により昨年後半から緩やかな上昇局面にあります

が、低調な雇用情勢やデフレが継続する中、いまだ本格的な回復には至っておりません。 

 当社グループが属するエレクトロニクス業界は、国内においては回復が遅れていた産業向けの設備投資が底を

打ち、また、海外においてはアジアをはじめとする新興国における需要拡大が顕著であり、引き続き順調に推移

しました。 

 このような環境の中で、当社グループは主力商品の各種半導体をはじめ、システム情報機器・ネットワーク関

連商品等の販売に加え、新規高付加価値ビジネスの開拓、販売管理費の抑制に努めた結果、当第１四半期連結累

計期間の売上高は230億58百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益は３億38百万円、経常利益は４億33百万円と

なりました。また、特別利益として債務取崩益６億75百万円、特別損失として訴訟関連費用35百万円を計上した

ことにより四半期純利益は９億84百万円となり、いずれも前年同期を上回りました。 

 売上高の品目別の概要は次のとおりです。 

（半導体） 

・集積回路の売上高は98億75百万円で、前年同期より16億２百万円（19.4％）増加。 

 これは、パソコン向けＭＰＵ及び周辺機器、デジタル家電向けメモリーが増加したためです。 

・半導体素子の売上高は41億38百万円で、前年同期より６億70百万円（19.4％）増加。 

 これは、産業用機器向けフォトカプラー及びエンコーダーが増加したためです。 

（システム情報機器） 

 売上高は71億87百万円で、前年同期より２億70百万円（3.9％）増加。 

これは、顧客のＩＴ設備投資抑制の影響により、サーバー等を中心にしたシステム案件の回復は遅れている

ものの、モニター及びプロジェクターなどの映像出力機器やプリンターなどが堅調に推移したことによるも

のです。 

（電子部品他） 

 売上高は18億57百万円で、前年同期より３億56百万円（23.7％）増加。 

  これは、事務機器向け密着イメージセンサー及び通信機器向け液晶モジュールが増加したためです。 

 所在地別のセグメントの概況は次のとおりです。 

  ① 日本 

産業向け、パソコン及び周辺機器向け半導体製品が増加し、売上高は211億60百万円（前年同期比11.5％

増）、営業利益は２億77百万円となりました。 

 ② アジア 

通信機器向け半導体製品及び電子部品、またデジタル家電・ゲーム機向け半導体が増加し、売上高は35億

23百万円（前年同期比91.7％増）、営業利益は71百万円となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産は764億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億15百万円減少しま

した。これは、主に投資有価証券が増加した一方、現金及び預金が減少したことによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は127億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億89百万円減少しま

した。これは、主に未払金が減少したことによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は636億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億73百万円増加し

ました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。 

定性的情報・財務諸表等

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



（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益が10億73百万円と

なり、有価証券の満期償還があったものの、運転資金の増加や投資有価証券の取得等により153億59百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ64億68百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が10

億73百万円となりましたが、売上高の増加に伴い売上債権が５億89百万円、たな卸資産が６億58百万円それぞ

れ増加したことによる運転資金の増加等により11億17百万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ

54億80百万円減少しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の満期償還による収入

10億円がありましたが、投資有価証券の取得による支出60億１百万円等により50億37百万円の支出となり、前

第１四半期連結累計期間に比べ80億28百万円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により３億34百

万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ１億５百万円増加しました。 

  現時点においては、平成22年３月９日に公表した数値から変更ありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報



 該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

 ・ 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

・ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末におい

て使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい

変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニング

に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。   

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,359 21,828

受取手形及び売掛金 25,347 24,705

有価証券 6,000 6,000

商品及び製品 9,281 8,605

繰延税金資産 148 211

その他 1,117 1,757

貸倒引当金 △115 △356

流動資産合計 57,140 62,750

固定資産   

有形固定資産 213 213

無形固定資産 371 398

投資その他の資産   

投資有価証券 17,449 12,010

繰延税金資産 － 103

その他 1,260 1,275

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 18,708 13,387

固定資産合計 19,293 13,999

資産合計 76,433 76,749

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,667 10,400

未払法人税等 45 83

未払消費税等 36 110

賞与引当金 196 96

その他 704 2,097

流動負債合計 11,649 12,788

固定負債   

退職給付引当金 913 921

繰延税金負債 56 －

その他 117 116

固定負債合計 1,088 1,038

負債合計 12,737 13,827



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,672 13,672

資本剰余金 13,336 13,336

利益剰余金 42,339 41,770

自己株式 △5,499 △5,499

株主資本合計 63,848 63,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 543 317

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 △696 △675

評価・換算差額等合計 △153 △357

純資産合計 63,695 62,922

負債純資産合計 76,433 76,749



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 20,158 23,058

売上原価 18,543 21,007

売上総利益 1,614 2,051

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 678 620

賞与引当金繰入額 134 99

退職給付費用 70 56

賃借料 130 112

減価償却費 61 61

その他 741 762

販売費及び一般管理費合計 1,815 1,712

営業利益又は営業損失（△） △201 338

営業外収益   

受取利息 35 42

受取配当金 2 2

持分法による投資利益 － 56

仕入割引 4 3

その他 14 15

営業外収益合計 56 119

営業外費用   

持分法による投資損失 2 －

売上割引 0 0

為替差損 35 24

固定資産廃棄損 1 0

その他 0 0

営業外費用合計 39 25

経常利益又は経常損失（△） △184 433

特別利益   

貸倒引当金戻入額 41 －

債務取崩益 － 675

特別利益合計 41 675

特別損失   

退職特別加算金 225 －

訴訟関連費用 － 35

特別損失合計 225 35

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（△）

△368 1,073

法人税、住民税及び事業税 5 21

法人税等調整額 △83 67

法人税等合計 △77 88

四半期純利益又は四半期純損失（△） △290 984



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４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（△）

△368 1,073

減価償却費 61 61

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 0

為替差損益（△は益） △7 △11

引当金の増減額（△は減少） 84 △150

受取利息及び受取配当金 △37 △44

持分法による投資損益（△は益） 2 △56

売上債権の増減額（△は増加） 4,450 △589

たな卸資産の増減額（△は増加） 617 △658

仕入債務の増減額（△は減少） △677 186

未払消費税等の増減額（△は減少） △35 △74

その他 229 △881

小計 4,320 △1,146

利息及び配当金の受取額 46 50

法人税等の支払額 △4 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,362 △1,117

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 3,000 1,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △12 △37

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △1 △6,001

その他 4 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,990 △5,037

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △440 △334

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △440 △334

現金及び現金同等物に係る換算差額 199 21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,111 △6,468

現金及び現金同等物の期首残高 18,769 21,828

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 262 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,143 15,359



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日）において当社グループは、半導体、システム情報機器及びそ

の他の電子部品の販売を主たる事業とする専門商社で、それらの商品の種類・性質等も類似しておりますので、

単一事業分野の営業活動として、他に開示基準に該当するセグメントはありませんので、その記載を省略してお

ります。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日）  

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

      ２．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     アジア……シンガポール、香港、上海 

 ３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日公表分）を適用しております。 

 この変更に伴い、営業損失が「日本」で70百万円増加しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日）  

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

      ２．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     アジア……シンガポール、香港、上海   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

  
日本

（百万円） 
アジア
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

 売上高   
  

  
      

(1）外部顧客に対する売上高  18,331  1,826  20,158  －  20,158

(2）

  

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 645  11  656  (656)  －

     計  18,976  1,838  20,814   (656)  20,158

 営業損失（△）  △170  △23  △194   (6)  △201

  
日本

（百万円） 
アジア
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

 売上高   
  

  
      

(1）外部顧客に対する売上高  19,582  3,476  23,058  －  23,058

(2）

  

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,578  47  1,626  (1,626)  －

     計  21,160  3,523  24,684   (1,626)  23,058

 営業利益  277  71  349   (10)  338



前第１四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………中国、香港、台湾、タイ、マレーシア 等 

(2）その他……………イギリス、アメリカ、スイス 

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………中国、香港、台湾、タイ、マレーシア 等 

(2）その他……………イギリス、スイス 

 ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   

 該当事項はありません。 

 当社は、平成22年５月25日開催の取締役会において、当社が保有するユニダックス株式会社の全株式につい

て、アヴネット・イーエム・ホールディングス・ジャパン合同会社が実施する公開買付けに応募することを決議

いたしました。 

（公開買付けに応募する所有株式数） 

 応募前の所有株式数 6,000,000株（持株比率33.46％，平成22年３月31日現在） 

 応募する株式数   6,000,000株 

 応募後の所有株式数     0株 

（公開買付けによる買付け予定価格） 

 １株につき720円 

（公開買付け日程） 

 平成22年 ５月25日 公開買付け発表 

 平成22年 ５月26日 公開買付け開始告示日 

 平成22年 ７月15日 公開買付け期間末日 

 平成22年 ７月22日 公開買付け決済開始日 

 本公開買付けは買付け予定株数の下限が設定されており、下限に満たない場合は全ての買付けを行わないとさ

れていることから、現時点においては本公開買付けの成立が確定しておりませんが、本公開買付けの成立により

応募株式の売却が成立した場合、ユニダックス株式会社は持分法適用会社から除外されるとともに、約７億95百

万円の特別損失（関係会社株式売却損）が発生する見込みです。 

【海外売上高】

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,160  14  2,174

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  20,158

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.7  0.1  10.8

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,031  3  4,034

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  23,058

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.5  0.0  17.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象



 (1) 品目別売上高 

  

６．その他の情報

  

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年２月１日 

  至 平成21年４月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年２月１日 

  至 平成22年４月30日） 
増減額 

（百万円） 

 金額（百万円）  構成比（％）  金額（百万円）  構成比（％） 

半導体 

集積回路  8,272  41.0  9,875  42.8  1,602

半導体素子  3,467  17.2  4,138  18.0  670

小  計  11,740  58.2  14,013  60.8  2,273

システム情報機器  6,916  34.3  7,187  31.2  270

電子部品他  1,501  7.5  1,857  8.0  356

合   計  20,158  100.0  23,058  100.0  2,900
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