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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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2月期第3四半期 32,144 55.7 2,561 237.1 2,727 199.9 1,730 191.8
22年2月期第3四半期 20,645 ― 759 ― 909 ― 593 ―

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2月期第3四半期 113.09 ―

22年2月期第3四半期 38.74 ―

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2月期第3四半期 34,321 21,433 62.4 1,404.03
22年2月期 28,673 20,398 71.1 1,331.36

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  21,408百万円 22年2月期  20,378百万円

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  

23年2月期の期末配当金（予想）の内訳  普通配当 40円00銭  記念配当 10円00銭 

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2月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
23年2月期 ― 0.00 ―

23年2月期 
（予想）

50.00 50.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 43,500 47.5 3,030 134.5 3,300 118.8 2,020 109.4 132.14



(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  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、添付資料３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2月期3Q  16,320,828株 22年2月期  16,320,828株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  1,073,179株 22年2月期  1,014,652株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q  15,299,568株 22年2月期3Q  15,306,263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わが国経済は、上期は国内の経済対策効果やアジアを中心とする海外経済の

好調などにより順調に回復いたしましたが、第３四半期に入るとエコカー補助金制度の終了による自動車販売の落

ち込みや、円高の進行から輸出が弱含みになるなど、上期に見られた成長は減速気味となってまいりました。雇用

情勢は依然として厳しく、為替動向や海外の金融不安もあり先行きは見通しがつきにくく、企業の経営環境は厳し

い状況が続いております。 

 一方、半導体市場は、WSTS（世界半導体市場統計）の秋季予測によれば、世界全体で、2010年は前年比32.7％増

と大幅な成長を遂げ、3,000億ドルを突破して過去 大の市場規模に達する予想となっております。日本市場も

2010年は円ベースで同15.3％増が見込まれ、世界全体の伸びには及ばないものの、2009年の落ち込みから急速な回

復を遂げるものとなっております。 

 このような状況下、業績の大宗を占める単体においては、主力のＦＡ製造装置や計測器など産業機器向けは、設

備投資の回復に支えられて前年同期比で2～3倍増となりました。またカーナビやオーディオなど民生機器向けや、

大型サーバなど情報機器向けも順調な回復となり、大幅な増収増益となりました。 

 連結子会社は、海外生産の回復によりアジア地区現地法人は大きく売上・利益を伸ばしました。国内各社はやや

回復が鈍ってまいりましたが、子会社全体では増収増益となりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は321億44百万円（前年同期比55.7％増）、営業利益は25億61百

万円（同237.1％増）、経常利益は27億27百万円（同199.9％増）、四半期純利益は17億30百万円（同191.8％増）

となりました。 

 品目別売上高につきましては、個別半導体は民生機器向けなどが伸びたことにより15億99百万円（前年同期比

9.9％増）、集積回路は産業機器向けや情報機器向けなどの回復により283億11百万円（同58.8％増）、機器機構品

は８億17百万円（同28.6％増）、システム製品は５億31百万円（同91.3％増）、その他が８億83百万円（同96.9％

増）となりました。 

 所在地別セグメントの業績につきましては、日本は主に民生機器向け、産業機器向け、情報機器向けなどの増加

により、売上高326億81百万円、営業利益は28億８百万円、アジアは主に民生機器向けや事務機向けなどの増加に

より、売上高27億50百万円、営業利益は１億48百万円、北米は主に宇宙関連向けの増加により、売上高11億59百万

円、営業利益は１億70百万円となりました（前第３四半期連結累計期間は所在地別セグメント情報の記載を省略し

ておりますので、当第３四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません）。 

   (単体の四半期別の業績推移については、以下をご参照ください。) 

  

(参考) 単体の四半期別受注・売上推移 

    受注                                  前年比   前四半期比 

  

    売上                                  前年比   前四半期比 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

前第1四半期(平成21年3～5月)         5,569百万円 59.3％ 110.1％

前第2四半期(平成21年6～8月)         7,106百万円 83.4％ 127.6％

前第3四半期(平成21年9～11月)         7,828百万円 117.7％ 110.2％

前第4四半期(平成21年12～平成22年2月) 8,274百万円 163.6％ 105.7％

当第1四半期(平成22年3～5月) 10,720百万円 192.5％ 129.6％

当第2四半期(平成22年6～8月) 11,105百万円 156.3％ 103.6％

当第3四半期(平成22年9～11月) 8,736百万円 111.6％ 78.7％

前第1四半期(平成21年3～5月)       4,810百万円 52.0％ 83.5％

前第2四半期(平成21年6～8月)       6,284百万円 64.8％ 130.6％

前第3四半期(平成21年9～11月)       7,130百万円 91.8％ 113.5％

前第4四半期(平成21年12～平成22年2月) 7,871百万円 136.7％ 110.4％

当第1四半期(平成22年3～5月)      8,854百万円 184.1％ 112.5％

当第2四半期(平成22年6～8月)      11,046百万円 175.8％ 124.8％

当第3四半期(平成22年9～11月)      9,946百万円 139.5％ 90.0％
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 （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343億21百万円となり、前連結会計年度末と比較して56億47百万円の増加と

なりました。これは主に、商品並びに受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

 負債は128億87百万円となり、前連結会計年度末と比較して46億13百万円の増加となりました。これは主に、長期

借入金（１年内返済予定を含む）及び未払法人税等の増加によるものであります。 

 純資産は214億33百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億34百万円の増加となりました。これは主に、四

半期純利益の計上による利益剰余金の増加及び剰余金の配当による利益剰余金の減少によるものであります。 

  ② キャッシュ・フロ－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の残高は、前連結会計年度末比２億48百万円減少の87

億20百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フロ－は、税金等調整前四半期純利益29億15百万円に対し、たな卸資産の増加31億

７百万円、売上債権の増加30億２百万円及び法人税等の支払６億55百万円を主因として、36億58百万円の支出とな

りました（前年同期は39億51百万円の収入）。 

 投資活動によるキャッシュ・フロ－は、有価証券の償還及び投資有価証券の売却による収入65億17百万円、有価

証券及び投資有価証券の取得による支出62億76百万円並びに定期預金の払戻による収入５億円を主因として、７億

11百万円の収入となりました（前年同期は38億59百万円の支出）。 

 財務活動によるキャッシュ・フロ－は、長期借入金の純増加による収入29億34百万円を主因として、27億10百万

円の収入となりました（前年同期は15億９百万円の支出）。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経営環境につきましては、わが国経済は下期に入り成長は減速気味となっております。エコカー補助金の

終了や、家電エコポイントの見直しなどにより個人消費は一旦ピークを超えたと見られ、景気はこのまま踊り場に

入り2011年前半までは足踏み状態が続くとの見方も出てまいりました。 

 半導体市場は、2010年は大幅な成長を遂げ、過去 高の市場規模に達すると見られており、その後2011年から

2012年にかけては前年比で5％増程度の緩やかな成長を維持するものと予想されております。 

 このような環境下、当社グループの業績見通しとしては、当第３四半期累計期間の売上高、各利益は予想比順調

な推移であり、足元やや受注・売上に停滞感はあるものの、第４四半期もそのトレンドは継続するものと考えてお

ります。 

 以上を踏まえて、８月18日に発表いたしました通期業績予想は変更しないものといたします。 

  

（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 

・一般債権の貸倒見積高の算定 

 当第３四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。 

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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、及び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。 

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。 

  

（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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,870,535 9,618,911

受取手形及び売掛金 13,608,105 10,664,423

有価証券 99,984 200,000

商品 7,042,063 3,944,679

未収入金 288,000 163,187

繰延税金資産 381,346 226,137

その他 241,774 113,585

貸倒引当金 △15,470 △15,306

流動資産合計 30,516,339 24,915,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,506 27,475

車両運搬具（純額） 3,119 4,493

工具、器具及び備品（純額） 60,310 86,177

建設仮勘定 － 283

有形固定資産合計 88,937 118,429

無形固定資産   

のれん 1,068 10,685

ソフトウエア 275,145 316,484

その他 1,548 1,548

無形固定資産合計 277,761 328,718

投資その他の資産   

投資有価証券 2,852,375 2,724,805

繰延税金資産 328,729 322,342

その他 266,509 273,041

貸倒引当金 △9,178 △9,422

投資その他の資産合計 3,438,436 3,310,767

固定資産合計 3,805,135 3,757,914

資産合計 34,321,475 28,673,533
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,548,293 3,103,838

短期借入金 1,490,197 1,089,944

1年内返済予定の長期借入金 2,045,675 1,006,351

未払法人税等 1,081,674 388,227

繰延税金負債 4,002 －

賞与引当金 150,197 168,552

その他 574,351 458,277

流動負債合計 8,894,392 6,215,191

固定負債   

長期借入金 2,853,848 1,037,737

繰延税金負債 1,355 1,297

退職給付引当金 382,816 354,617

役員退職慰労引当金 4,200 3,930

その他 751,115 661,874

固定負債合計 3,993,336 2,059,456

負債合計 12,887,729 8,274,647

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,835,050 4,835,050

資本剰余金 4,725,910 4,725,910

利益剰余金 13,177,201 12,059,192

自己株式 △1,088,465 △1,029,105

株主資本合計 21,649,695 20,591,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34,513 30,985

為替換算調整勘定 △276,066 △243,961

評価・換算差額等合計 △241,553 △212,976

少数株主持分 25,603 20,815

純資産合計 21,433,746 20,398,885

負債純資産合計 34,321,475 28,673,533
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 20,645,922 32,144,066

売上原価 16,595,276 25,860,541

売上総利益 4,050,645 6,283,525

販売費及び一般管理費 3,290,705 3,722,120

営業利益 759,940 2,561,404

営業外収益   

受取利息 21,879 30,051

受取配当金 20,091 88,789

為替差益 114,378 83,258

その他 29,127 23,094

営業外収益合計 185,477 225,193

営業外費用   

支払利息 23,837 38,487

売上債権売却損 12,007 15,031

複合金融商品評価損 － 4,640

その他 294 1,065

営業外費用合計 36,140 59,224

経常利益 909,277 2,727,373

特別利益   

投資有価証券売却益 147,870 245,606

貸倒引当金戻入額 769 －

特別利益合計 148,640 245,606

特別損失   

固定資産売却損 364 －

固定資産除却損 2,636 3,305

投資有価証券売却損 737 44,025

投資有価証券評価損 83,483 9,667

特別損失合計 87,221 56,998

税金等調整前四半期純利益 970,695 2,915,981

法人税、住民税及び事業税 355,492 1,349,311

法人税等調整額 24,787 △169,243

法人税等合計 380,279 1,180,068

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,601 5,657

四半期純利益 593,017 1,730,256
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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 970,695 2,915,981

減価償却費 125,768 101,713

のれん償却額 9,616 9,616

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,884 △80

賞与引当金の増減額（△は減少） △119,859 △18,355

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,925 35,279

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 270 270

受取利息及び受取配当金 △41,971 △118,840

支払利息 23,837 38,487

為替差損益（△は益） 37,446 △94,051

固定資産売却損益（△は益） 364 －

固定資産除却損 2,636 3,305

投資有価証券売却損益（△は益） △147,133 △201,580

投資有価証券評価損益（△は益） 83,483 9,667

複合金融商品評価損益（△は益） － 4,640

売上債権の増減額（△は増加） 2,031,901 △3,002,398

たな卸資産の増減額（△は増加） 606,729 △3,107,027

仕入債務の増減額（△は減少） 663,534 463,150

その他 74,734 △126,485

小計 4,292,244 △3,086,706

利息及び配当金の受取額 39,455 121,350

利息の支払額 △25,879 △37,357

法人税等の支払額 △354,795 △655,712

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,951,025 △3,658,425

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 △3,150,000 －

定期預金の払戻による収入 2,650,000 500,000

有価証券の取得による支出 △1,799,547 △999,531

有価証券の償還による収入 699,633 1,099,578

有形固定資産の取得による支出 △8,927 △11,603

無形固定資産の取得による支出 △5,630 △23,296

投資有価証券の取得による支出 △3,516,372 △5,277,398

投資有価証券の売却による収入 1,258,720 5,417,495

その他 12,512 5,961

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,859,610 711,205

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） △1,048,627 445,836

長期借入れによる収入 900,000 4,300,000

長期借入金の返済による支出 △753,158 △1,365,864

自己株式の取得による支出 △120 △59,360

配当金の支払額 △607,121 △610,068

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,509,027 2,710,543

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,328 △11,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,474,941 △248,376

現金及び現金同等物の期首残高 9,221,291 8,968,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,746,350 8,720,535
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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〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

当社及び連結子会社の事業は、電子部品等販売事業の単一セグメントであるため、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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

     （１）アジア ・・・・ 香港、シンガポール 

      （２）北米 ・・・・・ 米国 

   

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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主たる内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・中国、香港、マレーシア他 

(2）北米・・・・・米国 

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

北米
（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 
 29,405,105  2,735,064  3,895  32,144,066  －  32,144,066

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 3,276,356  15,911  1,155,652  4,447,920 (4,447,920)  －

計  32,681,461  2,750,976  1,159,548  36,591,986 (4,447,920)  32,144,066

営業利益  2,808,128  148,906  170,270  3,127,305 (565,900)  2,561,404

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,677,251  7,283  2,684,535

Ⅱ 連結売上高（千円）      20,645,922

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.0  0.0  13.0
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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主たる内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・中国、香港、マレーシア他 

(2）北米・・・・・米国 

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。  

  

品目別売上高  

  

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,628,937  6,516  4,635,454

Ⅱ 連結売上高（千円）      32,144,066

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.4  0.0  14.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

品     目 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月１日 

   至 平成22年11月30日）  

金額（千円） 割合（%） 前年同期比（%） 

個別半導体  1,599,324    5.0    109.9

集積回路  28,311,512  88.1    158.8

機器機構品  817,865  2.5    128.6

システム製品  531,392  1.7    191.3

その他  883,971  2.7    196.9

合計  32,144,066  100.0    155.7
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