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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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3月期第3四半期 66,441 46.7 664 ― 1,167 ― 990 ―

22年3月期第3四半期 45,278 23.0 △907 ― △142 ― 0 ―

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3四半期 41.40 ―

22年3月期第3四半期 △0.01 ―

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3四半期 39,964 16,966 42.5 709.37
22年3月期 36,949 16,216 43.9 677.99

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  16,966百万円 22年3月期  16,216百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

7.50 7.50

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 89,400 36.3 690 ― 1,400 526.1 1,110 332.8 46.41



(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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 

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 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3Q  23,929,200株 22年3月期  23,929,200株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  11,521株 22年3月期  10,069株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  23,918,739株 22年3月期3Q 23,880,366株
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　１．当四半期決算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

　当第３四半期累計期間における世界経済は、米国・欧州の景気回復ペースも鈍化し、一服感があるものの中国・

インドを中心としたアジア地域の需要拡大が全体を牽引しており、緩やかな景気回復の動きとなっております。

  日本経済は、鉱工業生産の減少や、円高に伴う輸出の伸び悩みや政策効果の息切れなどにより、景気は足踏み

の状態であります。

  半導体市場においては、昨年9月まで7ヵ月連続で過去最高を更新していました世界の半導体売上高は、10・11月

と2ヵ月連続して対前月比で減少しましたが、対前年同月比では11月まで13ヵ月連続で前年同月を上回り、1月から

11月までの売上高累計では前年同期比34.0％の増加となり、半導体の需要は堅調に推移いたしました。

  このような環境の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間は、景気回復による半導体需要の広がりと平成

22年3月期第3四半期からの特約店業務譲受などもあり、産業分野では設備投資回復の影響を受けて売上高前年

同期比202％、自動車関連分野も同139％と大幅な増加となり、連結売上高は前年同期比146.7％の664億41百万

円となりました。主な取扱品目別売上高では、集積回路が前年同期比159.0％、半導体素子が同181.1％、表示デバ

イスが同87.0％となっております。

  損益面におきましても、営業利益は6億64百万円（前年同期 △9億7百万円）、経常利益は11億67百万円（同△1億

42百万円）、四半期純利益は9億90百万円（同0百万円）と大幅な改善となりました。

  なお、一昨年の平成21年4月1日付での合併に伴い「負ののれん」が発生しており、この償却により経常利益および

四半期純利益がそれぞれ5億28百万円増加しております。「負ののれん」は平成24年3月期までの3年間で均等償却

することとしております。

連結業績の推移    （単位：百万円)

　　（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

　資産は、前連結会計年度末に比べて30億14百万円増加し399億64百万円となりました。

これは、主として受取手形及び売掛金が22億32百万円増加し、商品及び製品が12億60百万円増加したことによりま

す。

（負債）

　負債は、前連結会計年度末に比べて22億64百万円増加し229億97百万円となりました。

これは、主として支払手形及び買掛金が66億38百万円減少したものの、短期借入金が94億51百万円増加したことに

よります。

（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末に比べて7億49百万円増加し169億66百万円となりました。

これは、主として利益剰余金が8億70百万円増加したことによります。

これにより自己資本比率は42.5%となり、時価ベースの自己資本比率は15.6%となりました。

　　（３）連結業績予想に関する定性的情報

  当事業年度の連結業績予想につきましては、平成22年10月25日に発表しました通期の業績予想の数値

に変更ありません。

連結業績予想（平成22年10月25日発表） （単位：百万円)

通　期

平成２３年３月期

第３四半期

21,045

第１四半期

22,274

第２四半期

23,120

平成２２年３月期

第４四半期

20,318

第２四半期

16,348

第１四半期

12,270売上高

売上高

366

第３四半期

16,659

△171

61

営業利益 経常利益

経常利益

営業利益 292

465

△286

△24

△450

△178

152

307

89,400 690 1,400 1,110

219

393

当期純利益

96
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　２．その他の情報

　　（１）重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

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

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。

　　（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①会計処理の原則・手続の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

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。

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する

影響は軽微であります。

②表示方法の変更

四半期連結損益計算書関係

「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、当第３四半期連結累計期間

では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　　（４）追加情報

（四半期連結損益計算書）

自社開発に関する収益は、従来、営業外収益の「開発支援収入」として計上しておりましたが、顧客への

ソリューション提供サービスの重要性が増したことに合わせ、当該サービスに係る原価管理体制が整備

されたことから、第1四半期連結会計期間から、「売上高」に含めて計上しております。

また、これらに対応する費用につきましても、これまで販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、

第1四半期連結会計期間より売上原価に計上することにいたしました。

この結果、従来の方法によった場合と比較して当第3四半期連結累計期間の営業利益は75,083千円増加

しております。

なお、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び四半期純利益に与える影響はありません。
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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12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 505,246 1,100,190

受取手形及び売掛金 26,517,806 24,285,185

有価証券 40,205 40,184

商品及び製品 7,781,753 6,521,151

仕掛品 17,375 －

繰延税金資産 108,452 161,270

その他 265,483 221,616

貸倒引当金 △4,000 △11,973

流動資産合計 35,232,323 32,317,627

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,042,728 1,094,193

減価償却累計額 △611,158 △651,010

建物及び構築物（純額） 431,569 443,182

車両運搬具 － 27,057

減価償却累計額 － △22,547

車両運搬具（純額） － 4,510

工具、器具及び備品 186,707 187,856

減価償却累計額 △142,005 △136,158

工具、器具及び備品（純額） 44,701 51,697

土地 1,303,237 1,347,737

リース資産 19,296 19,296

減価償却累計額 △6,753 △3,859

リース資産（純額） 12,542 15,436

有形固定資産合計 1,792,051 1,862,565

無形固定資産   

ソフトウエア 209,576 292,871

電話加入権 11,701 11,701

その他 324,468 －

無形固定資産合計 545,745 304,572

投資その他の資産   

投資有価証券 635,535 643,491

敷金及び保証金 509,858 519,992

繰延税金資産 1,098,537 1,117,774

その他 172,857 206,097

貸倒引当金 △22,820 △22,300

投資その他の資産合計 2,393,969 2,465,056

固定資産合計 4,731,766 4,632,195

資産合計 39,964,090 36,949,822
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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12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,908,341 16,546,686

短期借入金 10,426,175 974,997

1年内返済予定の長期借入金 99,996 99,996

未払法人税等 72,793 58,288

賞与引当金 209,700 －

繰延税金負債 － 536

その他 785,995 907,687

流動負債合計 21,503,003 18,588,191

固定負債   

長期借入金 75,009 141,673

長期預り保証金 179,105 161,352

退職給付引当金 214,443 253,703

役員退職慰労引当金 92,414 97,166

負ののれん 881,287 1,410,060

その他 52,395 80,707

固定負債合計 1,494,655 2,144,663

負債合計 22,997,658 20,732,855

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,433,100 3,433,100

資本剰余金 5,001,443 5,001,443

利益剰余金 8,754,356 7,883,718

自己株式 △2,843 △2,500

株主資本合計 17,186,057 16,315,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,660 54,612

為替換算調整勘定 △249,285 △153,407

評価・換算差額等合計 △219,625 △98,795

純資産合計 16,966,432 16,216,967

負債純資産合計 39,964,090 36,949,822
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 45,278,280 66,441,147

売上原価 41,830,881 61,207,755

売上総利益 3,447,399 5,233,392

販売費及び一般管理費 4,355,271 4,569,128

営業利益又は営業損失（△） △907,871 664,264

営業外収益   

受取利息 1,759 1,304

仕入割引 2,258 4,572

受取賃貸料 7,126 2,627

販売手数料 59,577 50,458

開発支援収入 49,554 －

負ののれん償却額 528,772 528,772

その他 140,032 68,918

営業外収益合計 789,080 656,653

営業外費用   

支払利息 7,635 21,336

手形売却損 797 3,518

売上割引 1,578 1,879

為替差損 12,743 121,862

その他 846 5,150

営業外費用合計 23,602 153,747

経常利益又は経常損失（△） △142,393 1,167,171

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,390

固定資産売却益 － 1,539

投資有価証券売却益 － 18,237

退職給付制度終了益 150,605 －

特別利益合計 150,605 21,167

特別損失   

貸倒引当金繰入額 550 520

固定資産売却損 － 21,725

固定資産除却損 34,245 11,009

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,168

投資有価証券評価損 200,020 －

投資有価証券償還損 4,573 －

会員権売却損 － 987

訴訟和解金 － 17,000

損害賠償金 72,348 －

特別損失合計 311,737 55,410

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（△）

△303,525 1,132,928

法人税、住民税及び事業税 38,122 63,725

法人税等調整額 △341,459 78,968

法人税等合計 △303,336 142,694

少数株主損益調整前四半期純利益 － 990,233

四半期純利益又は四半期純損失（△） △188 990,233
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　(３)継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

　(４)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。
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