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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 9,789 72.5 733 ― 834 872.5 546 904.9
22年2月期第1四半期 5,673 ― 34 ― 85 ― 54 ―

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2月期第1四半期 35.67 ―

22年2月期第1四半期 3.55 ―

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2月期第1四半期 29,056 20,322 69.9 1,326.24
22年2月期 28,673 20,398 71.1 1,331.36

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  20,299百万円 22年2月期  20,378百万円

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2月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

0.00 ― 40.00 40.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

18,000 42.5 1,137 391.0 1,215 274.5 729 216.2 47.63

通期 37,000 25.4 2,480 92.0 2,630 74.4 1,578 63.6 103.10
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因により大きく
異なる可能性があります。 

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2月期第1四半期 16,320,828株 22年2月期  16,320,828株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  1,014,771株 22年2月期  1,014,652株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 15,306,133株 22年2月期第1四半期 15,306,303株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策やアジアを中心とする海外経済の好調などに支え

られて、企業収益の改善や輸出の増加、個人消費の持ち直しなどがみられ、順調に回復しております。しかしながら

雇用状況に改善が見られないことや、欧州の不安定な経済状況など懸念要素もあり、先行きは依然として不透明な状

況が続くものと思われます。 

一方、半導体市場は、WSTS（世界半導体市場統計）の春季予測によれば、世界全体で2009年は前年比9.0％減とな

りましたが、2010年は同28.6％増と大幅な回復を遂げ、過去 大の市場規模に達する予想となっております。日本市

場は、2009年は前年比28.8％減となり、円高傾向も含めて大きな落ち込みとなりましたが、2010年は同13.5％増と回

復に向かう予想となっております。 

このような状況下、業績の大宗を占める単体においては、前年に大きく落ち込んだ主力のＦＡ製造装置や計測器な

ど産業機器向けは、前期後半から見られ始めた回復傾向が一層顕著になり、売上高は前年同期比で３～４倍となりま

した。また、それ以外の分野でも順調な回復が見られ、単体として大幅な増収増益となりました。 

連結子会社も、海外現地法人、国内各社とも売上・各利益は前年同期から大きく改善し、子会社全体でも増収増益

となりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は97億89百万円（前年同期比72.5％増）、営業利益は７億33百万円

（同1,995.1％増）、経常利益は８億34百万円（同872.5％増）、四半期純利益は５億46百万円（同904.9％増）とな

りました。 

品目別売上高につきましては、個別半導体は民生機器向けや通信機器向けなどの増加により５億81百万円（前年同

期比12.4％増）、集積回路は産業機器向けや情報機器向けなどの回復により85億35百万円（同81.2％増）、機器機構

品は２億57百万円（同15.9％増）、システム製品は１億48百万円（同56.6％増）、その他が２億66百万円（同

105.0％増）となりました。 

 (単体の四半期別の業績推移については、以下をご参照ください。) 

  

(参考) 単体の四半期別受注・売上推移 

受注                                         前年比  前四半期比 

  

売上                                                  前年比  前四半期比 

  

（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290億56百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億83百万円の増加

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、商品の増加並びに現金及び預金の減少によるものであります。

 当第１四半期連結会計期間末の負債は87億34百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億59百万円の増加と

なりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は203億22百万円となり、前連結会計年度末と比較して76百万円の減少と

なりました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加及び剰余金の配当による利益剰余金の減少

によるものであります。 

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

前第1四半期(平成21年3～5月)         5,569百万円 59.3％ 110.1％

前第2四半期(平成21年6～8月)         7,106百万円 83.4％ 127.6％

前第3四半期(平成21年9～11月)         7,828百万円 117.7％ 110.2％

前第4四半期(平成21年12～平成22年2月) 8,274百万円 163.6％ 105.7％

当第1四半期(平成22年3～5月) 10,720百万円 192.5％ 129.6％

前第1四半期(平成21年3～5月)       4,810百万円 52.0％ 83.5％

前第2四半期(平成21年6～8月)       6,284百万円 64.8％ 130.6％

前第3四半期(平成21年9～11月)       7,130百万円 91.8％ 113.5％

前第4四半期(平成21年12～平成22年2月) 7,871百万円 136.7％ 110.4％

当第1四半期(平成22年3～5月)      8,854百万円 184.1％ 112.5％

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（2）キャッシュ・フロ－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の残高は、前連結会計年度末比18億73百万円減少の70

億95百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フロ－は、税金等調整前四半期純利益９億14百万円に対し、たな卸資産の増加14億

27百万円及び売上債権の増加９億88百万円を主因として、15億63百万円の支出となりました（前年同期は31億円の

収入）。 

 投資活動によるキャッシュ・フロ－は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出18億86百万円、有価証券の

償還及び投資有価証券の売却による収入17億66百万円並びに定期預金の払戻による収入５億円を主因として、３億

83百万円の収入となりました（前年同期は10億63百万円の支出）。 

 財務活動によるキャッシュ・フロ－は、配当金の支払４億46百万円及び長期借入金の返済による支出２億57百万

円を主因として、７億14百万円の支出となりました（前年同期は11億76百万円の支出）。 

  

今後の経営環境につきましては、全体的には、世界同時不況のあと堅調な回復過程が続いておりますが、雇用状況

が依然として改善しないことや欧州の経済状況など懸念要素もあり、先行きの見えにくい状況が続くものと考えられ

ます。 

半導体市場は、2010年は大幅に増加し過去 高の市場規模に達すると見られており、その後2011年から2012年にか

けて緩やかな成長を維持するものと予想されております。 

このような環境下、当社グループの業績見通しとしましては、売上の大宗を占める単体においては、当第１四半期

において売上高、各利益とも順調な推移であり、連結子会社においても順調な回復が見られ、全体としては予想を上

回るペースでありますが、現時点では第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想は変更しておりません。 

   

 該当事項はありません。 

   

① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に際しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、及び一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

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。  

   

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,245,172 9,618,911

受取手形及び売掛金 11,678,490 10,664,423

有価証券 399,983 200,000

商品 5,378,669 3,944,679

未収入金 117,125 163,187

繰延税金資産 266,555 226,137

その他 220,162 113,585

貸倒引当金 △14,391 △15,306

流動資産合計 25,291,767 24,915,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,400 27,475

車両運搬具（純額） 4,185 4,493

工具、器具及び備品（純額） 83,034 86,177

建設仮勘定 － 283

有形固定資産合計 113,620 118,429

無形固定資産   

のれん 7,479 10,685

ソフトウエア 294,988 316,484

その他 1,548 1,548

無形固定資産合計 304,016 328,718

投資その他の資産   

投資有価証券 2,735,152 2,724,805

繰延税金資産 348,689 322,342

その他 273,058 273,041

貸倒引当金 △9,511 △9,422

投資その他の資産合計 3,347,389 3,310,767

固定資産合計 3,765,026 3,757,914

資産合計 29,056,794 28,673,533
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,562,303 3,103,838

短期借入金 1,094,822 1,089,944

1年内返済予定の長期借入金 898,211 1,006,351

未払法人税等 413,304 388,227

繰延税金負債 3,701 －

賞与引当金 74,896 168,552

その他 765,365 458,277

流動負債合計 6,812,605 6,215,191

固定負債   

長期借入金 887,949 1,037,737

繰延税金負債 1,342 1,297

退職給付引当金 364,852 354,617

役員退職慰労引当金 4,020 3,930

その他 663,412 661,874

固定負債合計 1,921,576 2,059,456

負債合計 8,734,181 8,274,647

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,835,050 4,835,050

資本剰余金 4,725,910 4,725,910

利益剰余金 11,992,968 12,059,192

自己株式 △1,029,238 △1,029,105

株主資本合計 20,524,689 20,591,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,490 30,985

為替換算調整勘定 △220,747 △243,961

評価・換算差額等合計 △225,237 △212,976

少数株主持分 23,160 20,815

純資産合計 20,322,612 20,398,885

負債純資産合計 29,056,794 28,673,533
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（２）四半期連結損益計算書 
（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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 5,673,909 9,789,349

売上原価 4,578,116 7,896,760

売上総利益 1,095,792 1,892,588

販売費及び一般管理費 1,060,794 1,159,361

営業利益 34,997 733,227

営業外収益   

受取利息 7,033 9,303

受取配当金 1,100 28,359

為替差益 49,715 67,541

その他 4,860 8,789

営業外収益合計 62,709 113,993

営業外費用   

支払利息 8,304 7,648

売上債権売却損 3,452 4,725

その他 128 192

営業外費用合計 11,885 12,567

経常利益 85,821 834,653

特別利益   

投資有価証券売却益 93,867 96,209

貸倒引当金戻入額 2,192 －

特別利益合計 96,060 96,209

特別損失   

固定資産売却損 364 －

固定資産除却損 440 142

投資有価証券売却損 318 7,480

投資有価証券評価損 90,748 9,064

特別損失合計 91,871 16,687

税金等調整前四半期純利益 90,009 914,175

法人税、住民税及び事業税 8,489 409,881

法人税等調整額 30,195 △43,604

法人税等合計 38,684 366,277

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,009 1,874

四半期純利益 54,334 546,023
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31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 90,009 914,175

減価償却費 41,502 33,196

のれん償却額 3,205 3,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,329 △826

賞与引当金の増減額（△は減少） △118,533 △93,655

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,043 12,559

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 90 90

受取利息及び受取配当金 △8,133 △37,662

支払利息 8,304 7,648

為替差損益（△は益） 3,559 3,517

固定資産売却損益（△は益） 364 －

固定資産除却損 440 142

投資有価証券売却損益（△は益） △93,548 △88,729

投資有価証券評価損益（△は益） 90,748 9,064

売上債権の増減額（△は増加） 3,059,174 △988,996

たな卸資産の増減額（△は増加） 346,824 △1,427,134

仕入債務の増減額（△は減少） △294,229 441,177

その他 247,039 △5,298

小計 3,384,532 △1,217,523

利息及び配当金の受取額 6,166 39,548

利息の支払額 △8,491 △8,542

法人税等の支払額 △281,333 △377,205

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,100,873 △1,563,723

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,000,000 －

定期預金の払戻による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △131 △1,604

無形固定資産の取得による支出 △2,150 －

有価証券の取得による支出 － △699,625

有価証券の償還による収入 － 499,658

投資有価証券の取得による支出 △405,337 △1,187,272

投資有価証券の売却による収入 327,156 1,266,701

その他 16,668 5,330

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,063,794 383,187

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △726,044 △9,792

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △324,831 △257,928

自己株式の取得による支出 △71 △133

配当金の支払額 △425,876 △446,489

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,176,823 △714,343

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,429 21,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 869,685 △1,873,739

現金及び現金同等物の期首残高 9,221,291 8,968,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,090,976 7,095,172
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 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３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、電子部品等販売事業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメン

ト情報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３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

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３月１日 至 平成21年５月31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主たる内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・中国、香港、マレーシア他 

(2）北米・・・・・米国 

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３月１日 至 平成22年５月31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主たる内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・中国、香港、マレーシア他 

(2）北米・・・・・米国 

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。 

   

（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〕

〔海外売上高〕

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  701,591  1,237  702,828

Ⅱ 連結売上高（千円）      5,673,909

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.4  0.0  12.4

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,264,650  6,115  1,270,766

Ⅱ 連結売上高（千円）      9,789,349

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.9  0.1  13.0

（６）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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 品目別売上高  

  

  

６．その他の情報

品     目 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月１日 

   至 平成22年５月31日）  

金額（千円） 割合（%） 前年同期比（%） 

個別半導体  581,086    6.0    112.4

集積回路  8,535,370  87.2    181.2

機器機構品  257,871  2.6    115.9

システム製品  148,845  1.5    156.6

その他  266,175  2.7    205.0

合計  9,789,349  100.0    172.5
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