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1.  平成23年1月期第3四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年10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1月期第3四半期 71,699 20.0 1,151 ― 1,323 ― 1,002 ―
22年1月期第3四半期 59,756 ― △189 ― △8 ― 55 ―

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1月期第3四半期 36.28 ―
22年1月期第3四半期 2.00 ―

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1月期第3四半期 74,672 62,574 83.8 2,294.47
22年1月期 76,749 62,922 82.0 2,273.74

（参考） 自己資本   23年1月期第3四半期  62,574百万円 22年1月期  62,922百万円

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1月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
23年1月期 ― 15.00 ―
23年1月期 

（予想）
15.00 30.00

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

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 94,500 16.1 1,300 ― 1,500 370.5 1,100 235.1 39.81



(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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当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「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】４ページ「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 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1月期3Q 32,072,398株 22年1月期  32,072,398株
② 期末自己株式数 23年1月期3Q  4,800,485株 22年1月期  4,398,918株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q 27,631,608株 22年1月期3Q  27,674,080株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧米諸国の低迷が続くものの、中国をはじめとする新興国の

経済成長の牽引により、堅調に推移しています。 

一方、国内経済は、エコカー補助金終了に伴う駆け込み需要や猛暑の影響等による一時的な消費拡大はありま

したが、政府の景気刺激策の剥落や円高の進行といった懸念材料により、昨年後半来の回復基調にやや陰りが見え

はじめています。 

当社グループが属するエレクトロニクス業界は、国内のＩＴ関連投資に依然慎重な姿勢が継続しているもの

の、半導体及び電子部品市場は新興国の需要回復や国内の景気刺激策に支えられ、概ね堅調に推移しました。 

このような環境の中で、当社グループは主力商品の各種半導体やシステム情報機器・ネットワーク関連商品等

の販売に加え、新規高付加価値ビジネスの開拓、販売管理費の抑制に努めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は716億99百万円（前年同期比20.0％増）、営業利益は

11億51百万円、経常利益は13億23百万円、四半期純利益は10億２百万円（前年同期比９億47百万円増）となり、い

ずれも前年同期を上回りました。 

  

 売上高の品目別の概要は次のとおりです。 

  

（半導体） 

・集積回路の売上高は307億55百万円で、前年同期より51億80百万円（20.3％）増加しました。  

これは、パソコン向けＭＰＵ及び周辺機器、デジタル家電向けメモリーが増加したためです。 

・半導体素子の売上高は140億17百万円で、前年同期より33億円（30.8％）増加しました。 

これは、産業用機器向けフォトカプラー及びエンコーダー、ゲーム機向け電源制御半導体が増加したためで

す。 

（システム情報機器） 

売上高は207億36百万円で、前年同期より23億44百万円（12.7％）増加しました。 

これは、顧客のＩＴ設備投資抑制の影響により、サーバー等を中心にしたシステム案件の回復は遅れているも

のの、モニター及びプロジェクターなどの映像出力機器や組み込み向けの機器が堅調に推移したことによるも

のです。 

（電子部品他） 

売上高は61億89百万円で、前年同期より11億17百万円（22.0％）増加しました。 

これは、事務機器向け密着イメージセンサー及び通信機器向け液晶モジュールが増加したためです。 

  

 所在地別のセグメントの概況は次のとおりです。 

  

① 日本 

 産業向け、パソコン及び周辺機器向け半導体製品が増加し、売上高は647億69百万円（前年同期比18.5％

増）、営業利益は９億８百万円となりました。 

② アジア 

 通信機器及び周辺機器向け半導体製品が増加し、売上高は124億１百万円（前年同期比38.3％増）、営業利

益は２億36百万円（前年同期比165.0％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の資産は746億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億77百万円減少しまし

た。これは、主に現金及び預金や有価証券が減少したことによるものです。  

 当第３四半期連結会計期間末の負債は120億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億29百万円減少しまし

た。これは、主に未払金が減少したことによるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は625億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億47百万円減少しま

した。これは、主に自己株式が増加したことによるものです。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



② キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、運転資金の増加や投資有価証券の取得等により

185億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億22百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における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が11億

86百万円となりましたが、売上高の増加に伴い売上債権が30億74百万円、たな卸資産が19億39百万円それぞれ増

加したことによる運転資金の増加等により41億90百万円の支出となり、前第３四半期連結累計期間に比べ115億36

百万円減少しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出60

億３百万円等がありましたが、有価証券の満期償還による収入60億円、関係会社株式の売却による収入43億20百

万円等により22億58百万円の収入となり、前第３四半期連結累計期間に比べ80億93百万円増加しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払７億58百万円、自己

株式の取得による支出３億14百万円により10億72百万円の支出となり、前第３四半期連結累計期間に比べ１億89

百万円減少しました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成22年８月31日に公表いたしました平成23年１月期の通期業績予

想を以下のとおり修正いたします。 

  

（通期連結業績予想） 

売上高     945億円  （前年同期比    16.1％増） 

営業利益     13億円  （前年同期比 12億81百万円増） 

経常利益     15億円  （前年同期比    370.5％増） 

当期純利益    11億円  （前年同期比    235.1％増） 

  



（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 

・ 棚卸資産の評価方法 

 当第３四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出する方法によっております。  

・ 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に著しい変化が生じてお

らず、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には、前連結会計年度末において使

用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい変

化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当

該著しい変化の影響を加味したもの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。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。   

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年10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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,505 21,828

受取手形及び売掛金 27,543 24,705

有価証券 2,000 6,000

商品及び製品 10,429 8,605

繰延税金資産 181 211

その他 1,311 1,757

貸倒引当金 △125 △356

流動資産合計 59,845 62,750

固定資産   

有形固定資産 191 213

無形固定資産 289 398

投資その他の資産   

投資有価証券 11,054 12,010

繰延税金資産 46 103

その他 3,247 1,275

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 14,346 13,387

固定資産合計 14,826 13,999

資産合計 74,672 76,749

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,063 10,400

未払法人税等 139 83

未払消費税等 5 110

賞与引当金 225 96

その他 641 2,097

流動負債合計 11,075 12,788

固定負債   

退職給付引当金 903 921

その他 118 116

固定負債合計 1,022 1,038

負債合計 12,097 13,827



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年10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１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,672 13,672

資本剰余金 13,336 13,336

利益剰余金 41,942 41,770

自己株式 △5,813 △5,499

株主資本合計 63,137 63,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 377 317

繰延ヘッジ損益 △1 0

為替換算調整勘定 △939 △675

評価・換算差額等合計 △562 △357

純資産合計 62,574 62,922

負債純資産合計 74,672 76,749



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 59,756 71,699

売上原価 54,700 65,505

売上総利益 5,055 6,193

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 2,070 1,948

賞与引当金繰入額 241 225

退職給付費用 210 168

賃借料 379 335

減価償却費 185 187

その他 2,158 2,176

販売費及び一般管理費合計 5,245 5,042

営業利益又は営業損失（△） △189 1,151

営業外収益   

受取利息 113 127

受取配当金 3 13

持分法による投資利益 50 81

仕入割引 10 9

その他 44 26

営業外収益合計 221 259

営業外費用   

売上割引 2 2

為替差損 35 80

固定資産廃棄損 2 2

その他 0 1

営業外費用合計 40 86

経常利益又は経常損失（△） △8 1,323

特別利益   

貸倒引当金戻入額 48 －

投資有価証券売却益 217 －

債務取崩益 － 675

特別利益合計 265 675

特別損失   

退職特別加算金 225 －

関係会社株式売却損 － 777

訴訟関連費用 － 35

特別損失合計 225 812

税金等調整前四半期純利益 31 1,186

法人税、住民税及び事業税 35 136

法人税等調整額 △58 47

法人税等合計 △23 183

四半期純利益 55 1,002



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10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 31 1,186

減価償却費 185 187

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 2

為替差損益（△は益） △0 54

引当金の増減額（△は減少） △29 △119

受取利息及び受取配当金 △117 △140

投資有価証券売却損益（△は益） △217 －

関係会社株式売却損益（△は益） － 777

持分法による投資損益（△は益） △50 △81

売上債権の増減額（△は増加） 4,198 △3,074

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,942 △1,939

仕入債務の増減額（△は減少） 566 29

未払消費税等の増減額（△は減少） 7 △105

その他 285 △1,167

小計 6,805 △4,391

利息及び配当金の受取額 180 195

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 360 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,346 △4,190

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 △1,185 △2,000

有価証券の取得による支出 △1,000 －

有価証券の償還による収入 5,000 6,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △80 △65

有形及び無形固定資産の売却による収入 1 0

投資有価証券の取得による支出 △8,806 △6,003

投資有価証券の売却による収入 805 －

関係会社株式の取得による支出 △47 －

関係会社株式の売却による収入 － 4,320

関係会社貸付けによる支出 △30 －

関係会社貸付けの返済による収入 － 2

保険積立金の積立による支出 △500 －

その他 9 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,834 2,258

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △882 △758

自己株式の取得による支出 － △314

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △883 △1,072

現金及び現金同等物に係る換算差額 45 △317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 674 △3,322

現金及び現金同等物の期首残高 18,769 21,828

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 262 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,706 18,505



 該当事項はありません。  

   

【事業の種類別セグメント情報】  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年２月１日 至 平成22年10月31日）において当社グループは、半導体、システム情報機器及びそ

の他の電子部品の販売を主たる事業とする専門商社で、それらの商品の種類・性質等も類似しておりますので、

単一事業分野の営業活動として、他に開示基準に該当するセグメントはありませんので、そ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３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10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．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 アジア……シンガポール、香港、上海 

 ３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日公表分）を適用しております。 

 この変更に伴い、営業損失が「日本」で１億３百万円増加しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年10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．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 アジア……シンガポール、香港、上海 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

 売上高           

 （1）外部顧客に対する売上高  50,845  8,911  59,756  ―  59,756

 （2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 3,832  56  3,888 ( ) 3,888  ―

        計   54,677  8,967  63,645  ( ) 3,888  59,756

   営業利益又は営業損失（△）  △273  89  △184 ( ) 5  △189

  
日本 

（百万円） 
アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

 売上高           

 （1）外部顧客に対する売上高 59,413 12,285 71,699  ― 71,699

 （2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
5,355  115 5,471 ( ) 5,471  ―

        計  64,769 12,401 77,170 ( ) 5,471  71,699

   営業利益 908  236 1,144  6 1,151



【海外売上高】  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10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内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………中国、香港、台湾、タイ、マレーシア 等 

(2）その他……………イギリス、アメリカ、スイス 

 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３四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年10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内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……………中国、香港、台湾、タイ、マレーシア 等 

(2）その他……………イギリス、スイス 

 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。  

   

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,890  60  9,950

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  ―  59,756

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.6  0.1  16.7

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  14,241  119  14,360

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  ―  71,699

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.8  0.2  20.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）品目別売上高 

４．補足情報

  

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年２月１日 

  至 平成21年10月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年２月１日 

  至 平成22年10月31日） 
増減額 

（百万円） 

 金額（百万円）  構成比（％）  金額（百万円）  構成比（％） 

半導体 

集積回路  25,574  42.8  30,755  42.9  5,180

半導体素子  10,717  17.9  14,017  19.6  3,300

小  計  36,291  60.7  44,772  62.5  8,480

システム情報機器  18,392  30.8  20,736  28.9  2,344

電子部品他  5,072  8.5  6,189  8.6  1,117

合   計  59,756  100.0  71,699  100.0  11,942
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