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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第１四半期 49,878 55.0 1,330 85.1 1,403 79.7 803 152.1
22年３月期第１四半期 32,169 △ 29.7 718 △ 45.9 781 △ 44.5 318 △ 42.7

 

 
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３月期第１四半期 26.04 －
22年３月期第１四半期 10.33 －

 
(2) 連結財政状態 

 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３月期第１四半期 96,480 44,645 44.5 1,390.97
22年３月期 96,550 45,003 44.8 1,401.92

（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 42,917百万円 22年３月期 43,255百万円 

 
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

22年３月期 － 14.00 － 14.00 28.00
23年３月期 －  

23年３月期(予想)  14.00 － 15.00 29.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 91,000 27.6 2,900 30.8 2,900 26.4 1,700 36.3 55.10

通     期 188,000 13.2 6,500 32.0 6,500 29.9 3,800 35.6 123.16

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 

 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(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) 23年３月期１Ｑ 32,663,240株 22年３月期 32,663,240株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,809,016株 22年３月期 1,808,923株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 30,854,270株 22年３月期１Ｑ 30,854,617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を実施中です。 

 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
  平成22年５月７日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。上記の予想は本資料の発表日 
 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、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値 
 と異なる場合があります。なお、上記予想の前提条件その他の関連事項については、添付資料の３ページをご参 
 照下さい。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、政府の景気対策の効果や中国を中心とした海外経済の好調

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見られ、回復傾向にあります。し

かしながら、雇用状況に改善が見られない事や、欧州の不安定な経済状況により、景気の先行きは不透明な状況

が続くと予想されます。 

当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、アジアなど新興国の需要取り込みに向け、海

外事業の拡大への動きが本格化しました。 

このような状況の下、当社グループは、環境変化を先取りした「元気な強い会社になる」をスローガンに掲げ、

収益追求型の企業体質を構築し、海外事業の強化、営業力・物流力の更なる強化に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は498億78百万円（前年同期比55.0％増）、営業利益は13億30百

万円（前年同期比85.1％増）、経常利益14億３百万円（前年同期比79.7％増）、四半期純利益８億３百万円（前

年同期比152.1％増）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

日本においては、液晶テレビを中心としたフラットパネルディスプレイ業界に納入する製品が増加し当初の計

画を上回る結果となり、売上高は386億30百万円、営業利益は９億18百万円となりました。 

アジアにおいては、中国を中心とした液晶テレビ関連部材の販売増及びＨＤＤパーツ関連の旺盛な需要に伴い、

売上高は110億55百万円、営業利益は３億85百万円となりました。 

その他のセグメントでは、車載関連メーカーの工場操業低下や在庫調整等により販売が軟調に推移した影響が

あり、売上高は１億91百万円、営業利益は９百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

(財政状態の分析） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は964億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万

円の減少となりました。資産の部の内訳は、流動資産が808億72百万円（前連結会計年度末比５億91百万円

増）、固定資産が156億７百万円（前連結会計年度末比６億61百万円減）であります。流動資産の主な増加

要因は、現金及び預金10億85百万円の減少があったものの、受取手形及び売掛金12億23百万円、商品及び製

品５億46百万円の増加があったためであります。固定資産の主な減少要因は、投資有価証券８億94百万円の

減少であります。 

負債合計は、518億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億88百万円の増加となりました。負債の

部の内訳は、流動負債が431億72百万円（前連結会計年度末比１億54百万円増）、固定負債が86億63百万円

（前連結会計年度末比１億34百万円増）であります。流動負債の主な増加要因は、短期借入金４億10百万円、

未払法人税等６億87百万円の減少があったものの、支払手形及び買掛金11億39百万円の増加があったためで

あります。固定負債の主な増加要因は、退職給付引当金87百万円の増加であります。 

純資産合計は、446億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億58百万円の減少となりました。純資

産の部の主な減少要因は、為替換算調整勘定１億38百万円の増加があったものの、利益剰余金２億48百万円、

その他有価証券評価差額金２億25百万円の減少があったためであります。 

 

 

(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（以下「資金」という。）は、183億21百万円

と前連結会計年度末と比べて10億85百万円の減少となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、３億50百万円の資金の減少となりました。これは、主に税金等調

整前四半期純利益13億87百万円、仕入債務の増加額３億49百万円、減価償却費２億58百万円等の増加要因が

あったものの、法人税等の支払額12億28百万円、たな卸資産の増加額６億59百万円、賞与引当金の減少額２

億６百万円、売上債権の増加額１億63百万円等の減少要因があったためであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億68百万円の資金の減少となりました。これは、有形固定資産

の取得による支出３億40百万円等の減少要因があったためであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、14億95百万円の資金の減少となりました。これは、長期借入金の

返済による支出６億59百万円、配当金の支払額４億30百円、短期借入金の純減少額３億47百万円等の減少要

因があったためであります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成22年５月７日発表の予想数値に変更はあ

りません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 
 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① たな卸資産の評価方法 
 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の
実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 
② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。 

 
③ 税金費用の計算並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 税金費用に関しては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対す
る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積実
効税率を乗じて計算する方法によっております。 
 また、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、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は、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。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基
準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 
企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 
 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,321 19,406

受取手形及び売掛金 49,676 48,453

有価証券 486 473

商品及び製品 9,908 9,362

仕掛品 569 239

原材料及び貯蔵品 440 428

その他 1,571 2,015

貸倒引当金 △102 △97

流動資産合計 80,872 80,281

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,944 3,530

土地 4,449 3,937

その他（純額） 2,121 1,851

有形固定資産合計 10,515 9,319

無形固定資産   

のれん 265 289

その他 394 401

無形固定資産合計 660 690

投資その他の資産   

投資有価証券 3,126 4,021

その他 1,324 2,388

貸倒引当金 △20 △151

投資その他の資産合計 4,431 6,258

固定資産合計 15,607 16,268

資産合計 96,480 96,550
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,674 37,535

短期借入金 934 1,344

未払法人税等 540 1,228

賞与引当金 463 627

その他 2,558 2,281

流動負債合計 43,172 43,017

固定負債   

新株予約権付社債 6,000 6,000

長期借入金 922 904

退職給付引当金 704 616

役員退職慰労引当金 84 86

負ののれん 212 211

その他 738 709

固定負債合計 8,663 8,528

負債合計 51,835 51,546

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,545 6,545

資本剰余金 6,767 6,767

利益剰余金 32,877 33,126

自己株式 △1,903 △1,903

株主資本合計 44,287 44,536

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △295 △69

繰延ヘッジ損益 △4 △2

土地再評価差額金 228 228

為替換算調整勘定 △1,299 △1,438

評価・換算差額等合計 △1,370 △1,280

少数株主持分 1,727 1,748

純資産合計 44,645 45,003

負債純資産合計 96,480 96,550
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 32,169 49,878

売上原価 28,386 43,873

売上総利益 3,783 6,005

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 551 1,597

給料手当及び賞与 1,041 1,332

賞与引当金繰入額 130 239

退職給付費用 105 92

その他 1,235 1,412

販売費及び一般管理費合計 3,064 4,674

営業利益 718 1,330

営業外収益   

受取利息 15 10

負ののれん償却額 11 31

為替差益 80 －

その他 43 117

営業外収益合計 151 160

営業外費用   

支払利息 18 12

為替差損 － 33

その他 70 40

営業外費用合計 89 87

経常利益 781 1,403

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

投資有価証券評価損 － 5

特別損失合計 － 16

税金等調整前四半期純利益 781 1,387

法人税等 438 572

少数株主損益調整前四半期純利益 － 815

少数株主利益 23 12

四半期純利益 318 803
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(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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 781 1,387

減価償却費 235 258

のれん償却額 13 △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △139

賞与引当金の増減額（△は減少） △17 △206

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45 △67

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 △12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △5

受取利息及び受取配当金 △40 △39

支払利息 18 12

売上債権の増減額（△は増加） △1,088 △163

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,828 △659

仕入債務の増減額（△は減少） △1,538 349

その他 △122 136

小計 46 845

利息及び配当金の受取額 25 47

利息の支払額 △18 △14

法人税等の支払額 △588 △1,228

営業活動によるキャッシュ・フロー △534 △350

投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社株式の取得による支出 △335 －

有形固定資産の取得による支出 △152 △340

その他 △69 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △558 △368

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） 622 △347

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 － △659

配当金の支払額 △401 △430

その他 △105 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー 416 △1,495

現金及び現金同等物に係る換算差額 190 404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △486 △1,810

現金及び現金同等物の期首残高 15,344 19,406

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 724

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,857 18,321
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループは、電気材料、一般電子部品、半導体等の販売を主たる事業として行っております。従たる事
業として機器・装置等の製造を行っておりますが、小規模な事業であり全セグメントの売上高の合計、営業利
益の合計額に占める割合がいずれも10％未満でありますので、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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円） 

 日 本 アジア 北 米 計 消去又は全社 連結 

売     上     高   

(1)外部顧客に対する売上高 21,988 10,133 47 32,169 － 32,169

(2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

4,248 228 50 4,526 （4,526) －

計 26,236 10,361 97 36,696 （4,526) 32,169

営   業   利   益 637 26 12 676 42  718

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   １ 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

(2) 北 米・・・米国 

 

【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（単位：百万円） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海   外   売   上   高 11,365 2,411 13,777

Ⅱ 連   結   売   上   高 － － 32,169

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 35.3 7.5 42.8

(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

(2)各区分に属する主な国又は地域 

ア  ジ  ア・・・シンガポール、中国、タイ、フィリピン、台湾 

その他の地域・・・米国、ポーランド 
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【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会
計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準委員会 企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、執行役会が、経営
資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、電気材料、一般電子部品、半導体等の加工・販売及び輸出入を主な事業としており、国内
拠点においては当社を中心として、また海外拠点においてはアジアを中心に北米、欧州の各地域の特性を考慮
しながら、各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジ
ア」の２つを報告セグメントとしております。 

 

２．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 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

 （単位：百万円） 

 
報告セグメント 

その他 合計 
日本 アジア 計 

売上高  

  外部顧客への売上高 38,630 11,055 49,686 191 49,878

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

5,674 882 6,556 82 6,638

計 44,304 11,938 56,243 274 56,517

セグメント利益 918 385 1,304 9 1,314

（注）「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、北米及び欧州地域の事業活動を 

   含んでおります。 

 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計 1,304 

その他計 9 

セグメント間取引消去 16 

四半期連結損益計算書の営業利益 1,330 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

       該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。 

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％) 

日   本 1,965 －  

ア ジ ア 1,445 －  

そ の 他 － －  

合   計 3,410 －  

 （注） １ 金額は販売価格によっております。 
     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
     ３ 「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、北米及び欧州地域の事業 
       活動を含んでおります。 
 
 

(2) 受注実績 

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。 

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

日   本 2,181 － 1,751  － 

ア ジ ア 1,454 － 590  － 

そ の 他 － － －  － 

合   計 3,636 － 2,341  － 

 （注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
     ２ 「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、北米及び欧州地域の事業 
       活動を含んでおります。 
 
 

(3) 販売実績 

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。 

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％) 

日   本 38,630 －  

ア ジ ア 11,055 －  

そ の 他 191 －  

合   計 49,878 －  

 （注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
     ２ 「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、北米及び欧州地域の事業 
       活動を含んでおります。 
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