
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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  7,258  63.6  △7  －  △25  －  △19  －

22年3月期第１四半期  4,436  △40.6  △167  －  △164  －  △114  －

  
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  △2  06  －      

22年3月期第１四半期  △11  99  －      

  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  21,268  11,180  52.6  1,174  67

22年3月期  21,192  11,312  53.4  1,188  54

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 11,180百万円 22年3月期 11,312百万円

  
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  －        3 50 －     3 50  7  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  3 50 －     3 50  7  00

  （％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）  13,000  39.2  30  －  30  －  10  －  1  05

通期  27,000  22.9  190  －  180  －  72  －  7  56



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」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 

新規 ― 社     、除外 ― 社 

（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） 

  
  

※  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 

 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。実際の業績等

に影響を与える可能性のある重要な要因には、当社及び当社グループ会社の事業を取り巻く市場動向、為替相場の変

動があります。ただし、業績等に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 9,969,297株 22年3月期 9,969,297株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 451,479株 22年3月期 451,479株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 9,517,818株 22年3月期１Ｑ 9,518,169株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、各国の積極的な景気刺激策や財政出動などの効果が現れ、アジアを中心と

する輸出の増加から回復の兆しが一部で見られました。しかしながら、ユーロ圏の金融・財政問題の広がりや米国

の景気減速が懸念され、国内でも雇用や所得環境は引き続き厳しく、予断を許さない状況が続いております。 

 このような情勢のもとで当社グループは、新商材・サービスビジネスの強化による新しい収益源の確立を方針に

掲げ、ビジネスサポート室を設置し、新商品、新商材の開拓推進とオリジナル製品の売上規模拡大に取り組んでま

いりました。また、産業機器における半導体需要が回復に転じたことや、AV家電向け3.5インチHDDが好調であった

ことから、当第１四半期の売上高は72億58百万円（前年同期比63.6％増）、営業損失は７百万円、（前年同期は１

億67百万円の営業損失）、経常損失25百万円（前年同期は１億64百万円の経常損失）、四半期純損失19百万円（前

年同期は１億14百万円の四半期純損失）となりました。 

   

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①電子デバイス 

 半導体は、昨年度後半から産業機器において急激に回復しました。自動車向け、FA機器向けLSI・メモリが好調

に推移し、特にFA機器関連は大きく伸長しました。電源用パワーデバイス、空調機器向けセンサーも中国向け輸出

が好調であったため増加となりました。電子部品は、産業機器向けリレー及びデジタルカメラ・通信機器向けスイ

ッチが好調に推移しました。その結果、売上高は24億67百万円となりました。 

②情報機器 

 企業向け3.5インチHDDの市場は回復基調にあるものの、リーマン・ショック前の状態までには回復しませんでし

た。海外製3.5インチHDDは、AV家電の旺盛な需要により大きく伸長しました。サプライビジネスは、既存の流通系

では苦戦を強いられましたが、ネットビジネス強化の一環としてパソコン・家電関連の販売に加え、工場施設向の

機器工具関連などのアイテム拡充を図り、堅調に推移しました。その結果、売上高は29億８百万円となりました。

③プロダクト 

 カラオケ関連製品は、回復基調に転じたものの、他社との競合が厳しく引き続き低迷しました。自社製品のワイ

ヤレスコール（ピコル）は、旧タイプからの入れ替え需要により堅調に推移しました。EMSビジネスでは産業用PC

のキッティングは厳しい状況が続いていますが、サーバのキッティングが大きく伸長しました。その結果、売上高

は２億35百万円となりました。 

④海外事業 

 半導体では、FA機器向けLSI・メモリが好調に推移し、電源機器向けパワーデバイスも堅調に推移しました。電

子部品では、ヘッドフォン向けスイッチが顧客の生産調整の継続により大きな改善は見られませんでした。一方、

情報機器関連では、AV家電向けの海外製3.5インチHDDの販売を拡大するなど好調に推移しました。その結果、売上

高は16億46百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ76百万円増加し、212億68百万円となりました。この主な

要因は、売上債権並びにたな卸資産の増加、現金及び預金の減少等によるものであります。純資産は111億80百万

円となり、前連結会計年度末に比べ１億31百万円の減少となりました。これらの結果、自己資本比率は52.6％と前

連結会計年度末に比べ0.8％減少となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は７億89百万円（前年同期は12億45百万円の獲得）となりました。これは主に売上

債権の増加５億36百万円、たな卸資産の増加３億86百万円等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は19百万円（前年同期は３億97百万円の獲得）となりました。これは主に投資有価

証券取得による支出14百万円等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は１億円（前年同期は２億79百万円の使用）となりました。これは主に借入金の増

加１億29百万円、配当金の支払27百万円等によるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績につきましては、平成22年５月14日に公表しました業績予想から変更はございません。 

  

（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簡便な会計処理 

定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法 

当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しております。 

②特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（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」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  

（四半期連結損益計算書の表示方法の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月

24日 内閣府令第５号）の適用により、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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 4,961,457 5,691,011

受取手形及び売掛金 9,424,981 8,934,626

たな卸資産 2,329,296 1,971,335

その他 263,233 241,601

貸倒引当金 △2,083 △2,047

流動資産合計 16,976,884 16,836,527

固定資産   

有形固定資産 1,738,551 1,741,916

無形固定資産 58,762 63,900

投資その他の資産   

投資有価証券 1,677,390 1,777,844

その他 848,531 799,338

貸倒引当金 △31,522 △27,024

投資その他の資産合計 2,494,399 2,550,158

固定資産合計 4,291,713 4,355,974

資産合計 21,268,598 21,192,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,654,424 5,565,859

短期借入金 3,041,660 2,920,750

賞与引当金 63,894 133,565

その他 239,342 194,013

流動負債合計 8,999,321 8,814,188

固定負債   

退職給付引当金 1,008,125 989,151

役員退職慰労引当金 71,310 66,947

その他 9,503 9,882

固定負債合計 1,088,939 1,065,981

負債合計 10,088,261 9,880,169

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,852,717 2,852,717

資本剰余金 3,205,863 3,205,863

利益剰余金 5,283,752 5,336,656

自己株式 △163,307 △163,307

株主資本合計 11,179,026 11,231,930

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,791 120,235

為替換算調整勘定 △49,481 △39,834

評価・換算差額等合計 1,310 80,401

純資産合計 11,180,336 11,312,332

負債純資産合計 21,268,598 21,192,502



（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 4,436,386 7,258,090

売上原価 4,029,613 6,667,782

売上総利益 406,773 590,308

販売費及び一般管理費 574,295 597,818

営業損失（△） △167,521 △7,510

営業外収益   

受取利息 2,923 7,332

受取配当金 8,391 7,404

仕入割引 489 732

その他 6,023 1,607

営業外収益合計 17,827 17,076

営業外費用   

支払利息 10,715 6,854

為替差損 3,762 28,008

その他 395 151

営業外費用合計 14,873 35,013

経常損失（△） △164,567 △25,447

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,073 －

特別利益合計 6,073 －

特別損失   

固定資産除却損 － 15

特別損失合計 － 15

税金等調整前四半期純損失（△） △158,494 △25,463

法人税等 △44,331 △5,871

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △19,591

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △114,163 △19,591



（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損失（△） △158,494 △25,463

減価償却費 7,211 6,584

のれん償却額 3,234 3,234

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,527 4,533

賞与引当金の増減額（△は減少） △85,472 △69,670

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,115 18,974

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,995 4,362

受取利息及び受取配当金 △11,314 △14,736

支払利息 10,715 6,854

為替差損益（△は益） 3,363 10,203

その他の営業外損益（△は益） △6,117 △2,188

固定資産除却損 － 15

売上債権の増減額（△は増加） 1,890,060 △536,107

たな卸資産の増減額（△は増加） 94,492 △386,402

仕入債務の増減額（△は減少） △605,364 154,963

その他 107,971 28,816

小計 1,241,878 △796,026

利息及び配当金の受取額 8,560 17,100

利息の支払額 △5,584 △6,841

法人税等の支払額 △2,848 △5,534

その他の収入 3,038 1,348

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,245,043 △789,953

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 600,000 －

有形固定資産の取得による支出 △777 △1,451

投資有価証券の取得による支出 △212,997 △14,012

貸付金の回収による収入 1,005 115

その他 9,849 △4,521

投資活動によるキャッシュ・フロー 397,080 △19,869

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 129,292

短期借入金の返済による支出 △250,000 －

自己株式の取得による支出 △28 －

配当金の支払額 △28,567 △27,985

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △696 △615

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,292 100,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,806 △20,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,354,025 △729,554

現金及び現金同等物の期首残高 5,589,013 5,685,972

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,943,038 4,956,417



 該当事項はありません。  

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（６）重要な後発事象

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

（都築電気株式会社による当社株式に対する公開買付けについて） 

当社は、平成22年7月16日開催の取締役会において、都築電気株式会社（以下「公開買付者」といいます。）によ

る当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付（以下「本公開買付」といいます）に関し

て、下記のとおり賛同の意見を表明し、株主の皆様に応募を推奨することを決議いたしました。 

  

１．公開買付者の概要 

  

２．公開買付け等の概要 

（１）買付け等の期間 

①届出当初の買付け等の期間 

平成22年７月20日（火曜日）から平成22年８月30日（月曜日）まで（30営業日） 

②対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

（２）買付け等の価格 

普通株式１株につき、金400円 

（３）公開買付開始公示日 

平成22年７月20日（火曜日） 

（４）公開買付代理人 

日興コーディアル証券株式会社 

（１） 名 称 都築電気株式会社 

（２） 所 在 地 東京都港区新橋六丁目19番15号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 安藤 始 

（４） 事 業 内 容 
ネットワークソリューション・システムインテグレーションサービスの提供、半

導体・一般電子部品・サプライ用品・電子機器の販売。 

（５） 資 本 金 9,812百万円 

（６） 設 立 年 月 日 昭和16年３月26日 

（７）  ゴールドマンサックスインターナショナル 10.13％ 

  
大株主及び持株比率 

（平成22年3月31日）  

富士通株式会社 9.46％ 

都築電気従業員持株会 4.89％ 

株式会社三菱東京UFJ銀行 4.09％ 

株式会社三井住友銀行 2.96％ 

株式会社みずほ銀行 2.07％ 

ドイチェ バンク アーゲーロンドン ピービー 

ノントリティー クライアンツ 613  
2.06％ 

新家 弘良 1.84％ 

シービーエヌワイデイエフエイインターナショナル 

キャップバリューポートフォリオ  
1.48％ 

株式会社ユニマットライフ 1.42％ 

（８） 当社と公開買付者の関係等  

  資 本 関 係 
公開買付者は、当社株式 4,443千株（発行済株式数の 44.57％）を保有しており

ます。 

  人 的 関 係 公開買付者の取締役２名が、当社の取締役及び監査役を兼務しております。 

  取 引 関 係 該当事項はありません。  

  
関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
当社は公開買付者の連結子会社であり、関連当事者に該当します。 



  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

３．上場廃止となる見込み及びその事由 

当社の普通株式は現在、東京証券取引所市場第二部に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けに

おいては買付予定数の上限を設定しておらず、本公開買付けの結果次第では、当社の株式は東京証券取引所の上

場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で当該

基準に該当しない場合でも、株式交換により、公開買付者は当社を完全子会社化することを企図しており、その

場合にも、当社普通株式は所定の手続を経て上場廃止となります。 

なお、上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所において取引することはできなくなり、当社株式を将来

売却することが困難になることが予想されますが、当社としては公開買付者の完全子会社となることが当社の企

業価値を向上させる 善の方法であると考えておりますので、本公開買付けへの応募を推奨いたします。 
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