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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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3月期第2四半期 52,940 14.4 2,022 85.5 1,840 89.7 1,115 96.6
22年3月期第2四半期 46,265 △24.0 1,090 △22.2 970 △39.1 567 △39.2

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2四半期 50.48 ―

22年3月期第2四半期 25.68 ―

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2四半期 68,941 38,629 55.8 1,739.86
22年3月期 67,075 38,379 57.0 1,730.67

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  38,441百万円 22年3月期  38,238百万円

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  
 

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00

23年3月期 ― 15.00

23年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 110,000 13.2 3,200 18.1 3,100 24.9 2,000 20.9 90.52



(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 

（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、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 
 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上記の予想に関する事項については、四半期決算短
信[添付資料]３ページ「（３）連結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「その他の情報」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 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2Q  24,137,213株 22年3月期  24,137,213株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,042,931株 22年3月期  2,042,926株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  22,094,286株 22年3月期2Q 22,094,664株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、経済対策の効果や外需の牽引により緩やかな回復傾向とな

りました。アジアでは中華圏を中心に生産高、需要は引き続き拡大しており、高い経済成長が続いております。 

 当社グループが参入するエレクトロニクス業界では、好調なアジアの需要に支えられ、半導体を中心に前年比で

大幅な伸張となっており、一部の部品においては、生産が追いつかない状況となりました。また、生産設備機器へ

の投資も前年に比べ増加傾向になりました。 

 工業薬品関連市場におきましては、国内における石油関連業界は縮小傾向にあり、紙・パルプ関連業界について

も操業率は上がってはきておりません。 

 このような環境の中で、当社グループの販売実績は、工業薬品関連はほぼ前年並みとなりましたが、電子部品及

び電子・電気機器は前年実績を上回り、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は529億40百万円（前年同期比

14.4%増）となりました。 

 損益面につきましては、好調な売上高に比例して連結売上総利益は84億68百万円（前年同期比12.6％増）となり

ました。連結販売費及び一般管理費は、経営合理化策を実行した前年並みの64億46百万円（同0.3%増）に留まり、

連結営業利益は20億22百万円（同85.5%増）、連結経常利益は18億40百万円（同89.7%増）となりました。また、特

別損益として、役員退職慰労引当金戻入額が59百万円、投資有価証券評価損が88百万円発生したこと等により、連

結四半期純利益は11億15百万円（同96.6%増）となりました。 

  

 次に、セグメント別の概況をご報告いたします。 

  

 〔電子部品事業〕 

 電子部品分野では、一部の部品は供給が追いつかない程需要が逼迫しましたが、デジタル家電向けや車載製品向

けのIC、PC向けのコネクター等の増加により、当第２四半期連結累計期間の売上高は311億80百万円、セグメント利

益は7億40百万円となりました。 

  

 〔電子・電気機器事業〕  

 電子・電気機器分野では、計画していた売上の一部が検収の遅れにより第３四半期以降へ後倒しになりました

が、主力のPCB（Printed Circuit Board）関連装置が回復傾向となり、真空関連機器も好調に推移したこと等の要

因により、当第２四半期連結累計期間の売上高は55億63百万円、セグメント利益は1億円となりました。 

   

 〔工業薬品事業〕 

 工業薬品分野では、石油化学業界向けに薬品の 適使用を提案する営業活動を行い、一定の成果をあげてはいる

ものの、業界の需要が低迷しているため当社の石油業界向けの販売も前年を下回りました。紙・パルプ業界も回復

にはいたっておらず、当社の関連製品の販売実績は前年並みとなりました。 

 産業向けは伸び悩みましたが、化粧品関連は継続して拡大しており、当第２四半期連結累計期間の売上高は30億

44百万円、セグメント利益は1億83百万円となりました。 

  

 〔国内子会社〕 

 電子部品事業を行っているマイクロテック株式会社及びモルデック株式会社では、LCD-TV向けの画像処理IC及び

関連部品が好調に推移しました。また、アミューズメント機器向けに新製品を投入し、当第２四半期連結累計期間

の売上高は56億72百万円、セグメント利益は4億1百万円となりました。 

  

 〔海外子会社〕  

 中華圏ではPC市場への電子部品供給及び真空関連機器の販売が好調に推移しました。東南アジアではデジタル家

電向け及び車載製品向けの電子部品供給や、ハードディスクドライブ周辺部品の製造装置の販売が好調に推移し、

当第２四半期連結累計期間の売上高は129億67百万円、セグメント利益は5億44百万円となりました。 

  

（注）第１四半期連結会計期間から、セグメント区分を変更したため、各セグメントの対前年同期との金額比較は

記載しておりません。また、連結会社間の取引については、相殺消去しておりません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①連結財政状態の状況  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が18億67百万円増加いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が5億32百万円、投資有価証券が5億24百万円減少いたしましたが、商品及び製品が

19億70百万円、受取手形及び売掛金が6億19百万円増加したためであります。 

また、純資産は前連結会計年度末と比較して2億50百万円増加し、386億29百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加7億84百万円、その他有価証券評価差額金の減少3億51百万円によるものです。 

  

 ②連結キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは5億17百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは2億65百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・

フローは6億76百万円の支出となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比し5億34百万円減少し、当

第２四半期末は121億23百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

たな卸資産の増加20億70百万円、役員退職慰労引当金の減少8億69百万円等の支出要因がありましたが、仕入債務

の増加27億19百万円、税金等調整前四半期純利益18億53百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは5億17百万円の収入となりました。なお、前年同四半期には税金等調整前四半期純利益及び仕入債務の増加等に

より13億15百万円の収入となっておりました。 

  

(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4億92百万円等の収入要因がありましたが、定期預金の預入による支出5億16百万円、

有形固定資産の取得による支出2億78百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは2億65百万円の支出と

なりました。なお、前年同四半期には定期預金の預入による支出5億54百万円等により3億84百万円の支出となって

おりました。 

  

(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163億73百万円がありましたが、短期借入金の返済による支出166億76百万円、長期借入金

の返済による支出8億77百万円、配当金の支払額3億31百万円等の支出要因により、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは6億76百万円の支出となりました。なお、前年同四半期には長・短期借入金における（純）調達額による支出

5億83百万円、配当金の支払による支出2億76百万円等により、11億34百万円の支出となっておりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の実績は、売上高は計画を上回り、営業利益、経常利益、当期純利益についても好調

に推移いたしました。 

 第３四半期以降は、景気刺激策によって前倒しされた需要の反動減等による減速傾向が予想され、先行きの不透

明感が払拭されていないことから、平成22年5月14日に公表した通期の業績予想は変更しておりません。 

 今後業績予想の修正が必要な場合には、適切に公表させていただきます。 
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（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 

①．一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第２四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。 

  

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固定資産の減価償却費の算定方法については、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．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等を重要なものに限定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。 

 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） 

 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。 

  

 （持分法に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間から平成20年３月10日公表の「持分法に関する会計基準」(企業会計基準委員会企業会

計基準第16号)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告

第24号)を適用しています。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） 

 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利益」の科目で表示しています。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。   

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 12,917,605 13,449,696

受取手形及び売掛金 27,429,795 26,810,390

有価証券 335,285 372,165

商品及び製品 12,393,264 10,423,509

仕掛品 96,197 114,348

原材料及び貯蔵品 312,567 253,664

繰延税金資産 1,219,045 1,315,144

その他 1,720,984 1,370,496

貸倒引当金 △143,007 △142,566

流動資産合計 56,281,735 53,966,846

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,649,331 1,706,940

土地 4,244,895 4,244,895

その他（純額） 1,039,020 893,356

有形固定資産合計 6,933,246 6,845,191

無形固定資産 191,117 225,484

投資その他の資産   

投資有価証券 4,894,221 5,418,606

繰延税金資産 104,470 116,750

その他 713,427 701,755

貸倒引当金 △176,733 △199,702

投資その他の資産合計 5,535,385 6,037,409

固定資産合計 12,659,748 13,108,084

資産合計 68,941,483 67,074,930
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 15,138,300 12,549,166

短期借入金 6,844,276 7,071,519

1年内償還予定の社債 50,000 208,750

未払法人税等 164,304 258,650

賞与引当金 653,401 717,336

製品保証引当金 22,500 26,500

その他 1,640,588 1,572,647

流動負債合計 24,513,369 22,404,568

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 3,635,094 3,630,701

繰延税金負債 997,908 722,695

退職給付引当金 307,101 289,590

役員退職慰労引当金 33,230 902,066

その他 325,999 246,542

固定負債合計 5,799,332 6,291,594

負債合計 30,312,701 28,696,162

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,100,252 8,100,252

資本剰余金 7,491,717 7,491,717

利益剰余金 26,739,797 25,955,790

自己株式 △4,006,064 △4,006,060

株主資本合計 38,325,702 37,541,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,310,016 1,660,829

繰延ヘッジ損益 △163,572 △104,248

為替換算調整勘定 △1,031,229 △860,407

評価・換算差額等合計 115,215 696,174

少数株主持分 187,865 140,895

純資産合計 38,628,782 38,378,768

負債純資産合計 68,941,483 67,074,930
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 46,264,972 52,939,539

売上原価 38,747,524 44,471,922

売上総利益 7,517,448 8,467,617

販売費及び一般管理費   

アフターサービス費 8,527 17,283

製品保証引当金繰入額 9,750 9,250

給料及び手当 2,309,141 2,179,615

賞与引当金繰入額 532,309 607,783

退職給付費用 295,247 255,426

役員退職慰労引当金繰入額 4,581 5,617

のれん償却額 35,534 35,534

貸倒引当金繰入額 26,804 1,963

その他 3,205,284 3,333,226

販売費及び一般管理費合計 6,427,177 6,445,697

営業利益 1,090,271 2,021,920

営業外収益   

受取利息 19,068 14,820

受取配当金 156,803 108,592

持分法による投資利益 4,459 34,321

その他 93,225 74,761

営業外収益合計 273,555 232,494

営業外費用   

支払利息 119,820 84,138

為替差損 253,022 256,523

クレーム処理費 － 54,282

その他 20,605 19,093

営業外費用合計 393,447 414,036

経常利益 970,379 1,840,378
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 2,906 14,092

投資有価証券売却益 － 16,459

賞与引当金戻入額 120,646 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 59,400

保険解約返戻金 5,923 12,693

特別利益合計 129,475 102,644

特別損失   

固定資産売却損 229 90

固定資産除却損 9,825 2,144

投資有価証券評価損 85,922 88,002

投資損失引当金繰入額 3,697 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 4,800 －

会員権評価損 150 －

特別損失合計 104,623 90,236

税金等調整前四半期純利益 995,231 1,852,786

法人税等 426,130 690,395

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,162,391

少数株主利益 1,609 46,969

四半期純利益 567,492 1,115,422

伯東株式会社（7433）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

8



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 995,231 1,852,786

減価償却費 283,741 250,030

のれん償却額 35,534 35,534

退職給付引当金の増減額（△は減少） △76,140 21,550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △92,086 △868,836

賞与引当金の増減額（△は減少） △222,500 △60,516

投資損失引当金の増減額（△は減少） 3,697 －

受取利息及び受取配当金 △175,871 △123,412

支払利息 119,820 84,138

持分法による投資損益（△は益） △4,459 △34,321

固定資産売却損益（△は益） △2,677 △14,002

固定資産除却損 9,825 2,144

会員権評価損 150 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △16,459

投資有価証券評価損益（△は益） 85,922 88,002

未払消費税等の増減額（△は減少） △55,194 10,566

売上債権の増減額（△は増加） △3,424,197 △790,578

たな卸資産の増減額（△は増加） 803,364 △2,070,002

仕入債務の増減額（△は減少） 1,659,545 2,719,436

その他 372,969 △365,582

小計 316,674 720,478

利息及び配当金の受取額 176,922 126,021

利息の支払額 △131,964 △83,921

法人税等の還付額 1,069,474 8,967

法人税等の支払額 △116,128 △254,187

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,314,978 517,358
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △554,394 △516,395

定期預金の払戻による収入 277,572 492,008

有形固定資産の取得による支出 △100,369 △277,741

有形固定資産の売却による収入 7,472 23,086

無形固定資産の取得による支出 △3,770 △14,740

投資有価証券の取得による支出 △10,620 △26,872

投資有価証券の売却による収入 － 55,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △384,109 △264,664

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 18,294,847 16,372,778

短期借入金の返済による支出 △18,365,424 △16,675,872

リース債務の返済による支出 △62,224 △54,885

長期借入れによる収入 140,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △652,246 △876,929

社債の償還による支出 △212,650 △158,750

自己株式の取得による支出 △106 △4

自己株式の処分による収入 36 －

配当金の支払額 △276,184 △331,415

その他 － 49,245

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,133,951 △675,832

現金及び現金同等物に係る換算差額 102,507 △111,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △100,575 △534,398

現金及び現金同等物の期首残高 12,387,666 12,657,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,287,091 12,123,338
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 該当事項はありません。   

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

   （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。  

２．各事業の主要な商品・製品等  

(1) エレクトロニクス関連事業………電子・電気機器、電子部品 

(2) ケミカル関連事業…………………工業薬品 

(3) その他の事業………………………業務請負業 

  

 〔所在地別セグメント情報〕  

  （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。  

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  

アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

科目 

前第２四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで） 

エレクトロニ

クス関連事業

（千円） 

ケミカル関

連事業 

（千円） 

その他の

事業 

（千円） 

計（千円） 

消去又は

全社 

 （千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  42,751,480  3,506,597  6,895  46,264,972  －  46,264,972

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  305,383  305,383  △305,383  －

計  42,751,480  3,506,597  312,278  46,570,355  △305,383  46,264,972

営業費用  42,013,816  3,165,695  300,573  45,480,084  △305,383  45,174,701

営業利益  737,664  340,902  11,705  1,090,271  －  1,090,271

科目 

前第２四半期連結累計期間 

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで） 

日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  37,065,490  9,199,482  46,264,972  －  46,264,972

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,003,254  27,388  3,030,642  △3,030,642  －

 計  40,068,744  9,226,870  49,295,614  △3,030,642  46,264,972

 営業費用  39,003,517  9,201,826  48,205,343  △3,030,642  45,174,701

 営業利益  1,065,227  25,044  1,090,271  －  1,090,271
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 〔海外売上高〕  

前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで） 

  （注）１．地域は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性等により区別しております。  

        ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  

(1) アジア……中国、台湾、シンガポール、タイ等 

(2) その他……アメリカ、ヨーロッパ等 

    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２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで） 

  

１.報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ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、取締役会が、

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、当社に商品・製品別の事業部を置き、各事業部は取り扱う商品・製品及びサービスについて国

内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、日本国内においては本社及び国内子会社、海外に

おいては中国等の各地域を、中国、台湾、シンガポール等の現地法人が主に担当しております。 

 従って、当社は、事業部を基礎とした商品・製品別のセグメントから構成されておりますが、子会社におきまし

ては当社と同様の商品・製品を扱うものの、それぞれ独立した経営単位である子会社別に取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するため、「電子部品事業」、「電子・電気機器事業」、「工業薬品事業」、「国内子会

社」及び「海外子会社」の５つを報告セグメントとしております。 

 「電子部品事業」は、半導体デバイス及び一般電子部品等を販売しております。「電子・電気機器事業」は、主

にPCB（Printed Circuit Board）関連装置、半導体製造関連装置等の販売及びサービスの提供をしております。

「工業薬品事業」は、工業薬品等の製造、販売及びサービスの提供をしております。「国内子会社」は、一般電子

部品、工業薬品等の製造、販売、半導体デバイスの販売及び業務請負業等をしております。「海外子会社」は、一

般電子部品の製造、販売、半導体デバイスの販売、PCB関連装置、半導体製造関連装置等の販売及びサービスの提

供を行っております。 

  

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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）         （単位：千円） 

  

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  11,069,025  100,461  11,169,486

Ⅱ 連結売上高（千円）      －      －  46,264,972

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  23.9  0.2  24.1

  

報告セグメント 

合計 提出会社 子会社 

電子部品事業 電子・電気機器事業 工業薬品事業 国内 海外  

 売上高  31,180,309 5,563,100 3,044,012 5,671,772  12,967,297 58,426,490

 セグメント利益  740,114 100,123 182,797 401,325  544,341 1,968,700
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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

（1）売上高                   （単位：千円）  

  

（2）利益                    （単位：千円）  

（注）その他の調整額82,817千円の内訳として棚卸資産評価基準差異△110,354千円、財務コスト負担額103,346千

円及びその他89,825千円が含まれております。 

  

（追加情報） 

 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」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

売上高 金額 

報告セグメント計 58,426,490

連結会社間取引消去額 △5,486,951

四半期連結損益計算書の売上高 52,939,539

利益 金額 

報告セグメント計 1,968,700

連結会社間取引消去額 5,937

のれんの償却額 △35,534

その他の調整額 82,817

四半期連結損益計算書の営業利益 2,021,920

（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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（１）経営管理上重要な指標の推移 

 該当事項はありません。   

  

（２）生産、受注及び販売の状況 

①（生産実績） 

 当第２四半期連結累計期間の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。 

 （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。 

  

②（商品仕入実績） 

 当第２四半期連結累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．連結会社間の取引については、相殺消去しておりません。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から 
平成22年９月30日まで） 

前年同四半期比（％）

提出会社 工業薬品事業   （千円）  2,130,405  －

子会社 
国内子会社    （千円）  1,236,393  －

海外子会社    （千円）  18,188  －

    合計     （千円）  3,384,986  －

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から 
平成22年９月30日まで） 

前年同四半期比（％）

提出会社 

電子部品事業   （千円）  27,346,491  －

電子・電気機器事業（千円）  5,604,513  －

工業薬品事業   （千円）  713,602  －

子会社 
国内子会社    （千円）  3,661,695  －

海外子会社    （千円）  12,060,488  －

    合計     （千円）  49,386,789  －
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③（受注状況） 

 当第２四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．連結会社間の取引については、相殺消去しておりません。  

  

④（販売実績） 

 当第２四半期連結累計期間の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。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．連結会社間の取引については、相殺消去しておりません。 

セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高 
（千円） 

前年同四半期比
（％） 

提出会社 

電子部品事業     32,045,282  －  10,439,435  －

電子・電気機器事業  7,178,414  －  6,033,316  －

工業薬品事業     3,025,734  －  198,945  －

子会社 
国内子会社      5,885,218  －  2,702,698  －

海外子会社      15,175,326  －  6,548,580  －

     合計       63,309,974  －  25,922,974  －

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から 
平成22年９月30日まで） 

前年同四半期比（％）

提出会社 

電子部品事業   （千円）  31,180,309  －

電子・電気機器事業（千円）  5,563,100  －

工業薬品事業   （千円）  3,044,012  －

子会社 
国内子会社    （千円）  5,671,772  －

海外子会社    （千円）  12,967,297  －

    合計     （千円）  58,426,490  －
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