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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 5,304 50.9 88 － 81 － 47 －

22年３月期第１四半期 3,515 △40.5 △152 － △165 － △172 －

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 9.87 －

22年３月期第１四半期 △35.40 －

 (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 8,910 4,043 45.4 832.16

22年３月期 7,690 4,036 52.5 830.79

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 4,043百万円 22年３月期 4,036百万円

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 － 0.00 － 1.00 1.00

23年３月期 －   

23年３月期(予想) 5.00 － 3.00 8.00

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) 11,500 51.7 200 － 177 － 120 － 24.70

通期 22,000 40.7 310 － 250 － 170 － 34.99

michio.okuhara
スタンプ

michio.okuhara
スタンプ



 

 
（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） 

 
  

・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、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は終了していませ

ん。 

・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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４ 「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

  新規  －社 (社名)－、除外  －社 (社名)－

（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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期 １Ｑ 5,158,230株 22年３月期 5,158,230株

② 期末自己株式数 23年３月期 １Ｑ 299,449株 22年３月期 299,398株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期 １Ｑ 4,858,788株 22年３月期 １Ｑ 4,872,486株

(注意事項)
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当第１四半期連結会計期間における経済環境は、中国を中心とするアジア新興国経済の活況を原動力

に企業収益が改善し、景気回復傾向が持続しました。しかしながら、欧州の不安定な経済状況、中国経

済の景気後退懸念もあり、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。 

 半導体及び半導体関連電子機器市場については、国内における政府の景気刺激策により、デジタル家

電等民生機器の需要が引き続き好調なほか、エコカー補助金を追い風に新車販売台数の拡大が継続し、

また緩やかながら生産設備機器への投資の増加もみられ、全体的に回復基調が継続しました。 

 このような状況下、当社グループは、今後更なる拡大が期待される環境・エコロジー関連ビジネス

（ＬＥＤ照明、電気自動車、太陽光発電等）への積極的なリソース投入など、新しい市場及び販売先の

開拓に向け布石を打つと同時に、当社が得意とするアナログＩＣ、マイコン（マイクロプロセッサー）

の拡販活動を既存のフィールドで着実に実行してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績については、売上高は、53億4百万円（前年同期比

50.9％増）となりました。  

 損益につきましては、前年同期に比べ大きく改善し、営業利益88百万円（前年同期は営業損失1億52

百万円）、経常利益81百万円（前年同期は経常損失1億65百万円）、四半期純利益47百万円（前年同期

は四半期純損失1億72百万円）となりました。   

 売上高をアプリケーション分野別に見ますと、液晶ＴＶやデジタルスチルカメラの好調に加え、家庭

用ゲーム周辺機器に、マイコン・センサーＩＣが採用され、売上を大きく伸ばしたことから、民生機器

向けが引き続き好調を維持しました。自動車分野においては中小型の低燃費車を中心に車載向け製品が

堅調に推移しました。また、復調の兆しを見せていた半導体製造装置・計測器及び医療機器等、産業機

器分野は、設備投資意欲の改善を背景に需要が大きく回復しました。 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較し12億20百万円増加し、89億10百万円となりました。これは主と

して、売上債権、たな卸資産の増加によるものであります。  

 負債は、前連結会計年度末と比較し12億13百万円増加し、48億66百万円となりました。これは主とし

て、仕入債務、短期借入金の増加によるものであります。  

 純資産は、40億43百万円となり、自己資本比率は45.4％となりました。  

（キャッシュ・フロー）  

 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、前連結会計年度末と比較して2億42百

万円増加し、9億93百万円となりました。  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 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74百万円、仕入債務の増加等があ

りましたが、売上債権、たな卸資産の増加等により、2億66百万円の支出となりました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により、8百万円の支出となりました。  

  

 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、5億26百万円の収入となりまし

た。  

  

平成23年３月期の連結業績につきましては、第１四半期の業績動向を踏まえ、平成22年５月12日に公

表いたしました業績予想及び配当予想を修正いたしました。平成22年８月４日に公表いたしました「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①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定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下

げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方

法によっております。 

②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、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。 

  

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。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ282千円減少し、税金等調整前四半期純利益が7,760千円

減少しております。 

  

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：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 993,609 751,541

受取手形及び売掛金 4,223,791 3,634,536

商品 3,002,690 2,590,509

その他 175,817 170,745

貸倒引当金 △2,795 △2,946

流動資産合計 8,393,112 7,144,387

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,684 1,684

その他（純額） 23,085 22,689

有形固定資産合計 24,770 24,374

無形固定資産   

ソフトウエア 100,452 117,236

その他 5,168 5,168

無形固定資産合計 105,621 122,405

投資その他の資産   

投資有価証券 110,727 114,546

敷金及び保証金 79,557 87,449

投資不動産（純額） 194,526 194,907

その他 3,200 2,978

貸倒引当金 △1,440 △846

投資その他の資産合計 386,571 399,035

固定資産合計 516,962 545,815

資産合計 8,910,075 7,690,203

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,836,148 1,169,946

短期借入金 2,739,901 2,269,801

未払法人税等 31,986 22,136

賞与引当金 101,249 60,925

その他 119,744 98,683

流動負債合計 4,829,028 3,621,493

固定負債   

負ののれん 22,634 24,375

その他 15,123 7,644

固定負債合計 37,758 32,020

負債合計 4,866,786 3,653,513
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,740 1,051,740

資本剰余金 1,439,295 1,439,295

利益剰余金 1,725,016 1,681,895

自己株式 △86,375 △86,365

株主資本合計 4,129,676 4,086,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,652 9,728

為替換算調整勘定 △93,040 △59,604

評価・換算差額等合計 △86,388 △49,875

純資産合計 4,043,288 4,036,689

負債純資産合計 8,910,075 7,690,203
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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 3,515,687 5,304,617

売上原価 3,196,787 4,736,605

売上総利益 318,899 568,012

販売費及び一般管理費 471,497 479,526

営業利益又は営業損失（△） △152,597 88,486

営業外収益   

受取利息 70 40

受取配当金 411 450

為替差益 － 2,552

投資不動産賃貸料 1,626 2,400

金利スワップ評価益 1,883 －

負ののれん償却額 1,741 1,741

その他 1,302 347

営業外収益合計 7,034 7,532

営業外費用   

支払利息 13,252 11,286

為替差損 2,996 －

その他 3,514 2,751

営業外費用合計 19,763 14,038

経常利益又は経常損失（△） △165,326 81,980

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,477

特別損失合計 － 7,477

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（△）

△165,326 74,502

法人税、住民税及び事業税 7,695 16,843

法人税等調整額 △529 9,678

法人税等合計 7,165 26,522

四半期純利益又は四半期純損失（△） △172,492 47,979
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△165,326 74,502

減価償却費 25,255 24,574

負ののれん償却額 △1,741 △1,741

貸倒引当金の増減額（△は減少） △148 444

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,475 40,324

受取利息及び受取配当金 △481 △491

支払利息 13,252 11,286

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,477

為替差損益（△は益） △6,728 △18,086

売上債権の増減額（△は増加） △202,574 △685,112

たな卸資産の増減額（△は増加） 64,363 △444,598

預り金の増減額（△は減少） △220,103 △2,334

仕入債務の増減額（△は減少） 260,570 733,270

未払金の増減額（△は減少） △20,488 △243

その他 97,867 8,048

小計 △132,807 △252,679

利息及び配当金の受取額 481 491

利息の支払額 △11,642 △10,503

法人税等の支払額 △7,745 △3,484

営業活動によるキャッシュ・フロー △151,714 △266,177

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △519 △3,032

無形固定資産の取得による支出 △2,975 △4,945

投資有価証券の取得による支出 △1,472 △1,368

その他 △14 739

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,980 △8,605

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） 971,234 531,732

自己株式の取得による支出 △4,511 △9

配当金の支払額 △139 △5,190

財務活動によるキャッシュ・フロー 966,583 526,532

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,669 △9,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 803,219 242,068

現金及び現金同等物の期首残高 630,121 751,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,433,340 993,609
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該当事項はありません。 

  

(5) 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) 継続企業の前提に関する注記
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