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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 4,190 △21.0 53 △39.8 42 △48.6 12 △74.6
23年3月期第1四半期 5,304 50.9 88 ― 81 ― 47 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △6百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 11百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 2.55 ―
23年3月期第1四半期 9.87 ―

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

24年3月期第1四半期 9,087 4,125 45.4 863.31
23年3月期 8,505 4,145 48.7 867.59
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,125百万円 23年3月期  4,145百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 10,200 △14.0 60 △72.3 25 △87.7 10 △93.6 2.09
通期 21,000 △6.7 220 △34.8 145 △50.6 120 △48.0 25.11



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。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）2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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,158,230 株 23年3月期 5,158,230 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 379,482 株 23年3月期 379,482 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,778,748 株 23年3月期1Q 4,858,788 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響が色濃く

残り、被災地に拠点を置くメーカーの生産設備の破損、サプライチェーンの寸断による部品調達困難、

震災後の自粛ムードによる個人消費意欲の低迷など、経済活動全体が大きな落ち込みを見せました。懸

命の復旧・復興活動により、生産能力の回復、経済活動の盛り返しが進められていますが、原発事故に

起因する電力不足等への懸念はいまだ払拭されず、景気の先行きは極めて不透明な状況となっていま

す。  

 半導体及び半導体関連電子機器市場については、震災による生産能力低下あるいは部品不足等によ

り、期初においては、自動車メーカーの生産台数減少に伴う車載関連部品の顕著な生産調整が見られる

など厳しい状況下にありましたが、スマートフォンやタブレット端末の普及、節電の励行に伴う省エネ

家電の増産傾向など、新たな需要も生まれ、今後に向けて明るい兆しが見え始めています。  

 このような状況下、当社グループは、既存ビジネスの維持・深耕を全力を挙げて行うとともに、震災

後さらに注目されている環境・エコロジー関連ビジネス（ＬＥＤ照明、スマートグリッド、太陽光発電

等）を中心に、新規商材・新規アプリケーションの開拓に積極的にリソースを投じ、新たなビジネスの

獲得に取り組んでまいりました。  

 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41億90百万円（前年同期比21.0％

減）、また、損益につきましては、営業利益53百万円（前年同期比39.8％減）、経常利益42百万円（前

年同期比48.6％減）、四半期純利益12百万円（前年同期比74.6％減）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、民生分野は、ＬＥＤ照明向けの需要増大があったもの

の、ゲーム機器やデジタル・スチル・カメラ等の生産調整による受注減少が大きく影響し、売上高が前

年同期を下回りました。また、パソコン関連部品、衛星放送用チューナー、カーナビゲーション等も同

様に生産計画の延伸等による影響を受け、情報通信および車載分野についても、売上高が前年同期を下

回りました。一方、工業用センサーや計測器を中心とする産業機器分野は、震災後の特需を受けて好調

に推移し、売上高が前年同期を上回りました。 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較し5億81百万円増加し、90億87百万円となりました。これは主と

して、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6億1百万円増加し、49億61百万円となりました。これは主とし

て、短期借入金、仕入債務の増加によるものであります。  

 純資産は、41億25百万円となり、自己資本比率は45.4％となりました。  

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年６月14日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３. 四半期連結財務諸表等 
 (1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 975,308 1,019,598

受取手形及び売掛金 4,019,719 3,772,243

商品 2,768,410 3,588,170

その他 290,752 284,404

貸倒引当金 △3,094 △3,493

流動資産合計 8,051,095 8,660,923

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,684 1,684

その他（純額） 20,057 17,817

有形固定資産合計 21,742 19,502

無形固定資産   

ソフトウエア 39,726 32,966

その他 5,168 5,168

無形固定資産合計 44,895 38,135

投資その他の資産   

投資有価証券 111,746 93,380

敷金及び保証金 79,074 78,471

投資不動産（純額） 195,999 195,562

その他 2,349 2,211

貸倒引当金 △1,000 △960

投資その他の資産合計 388,170 368,665

固定資産合計 454,807 426,303

資産合計 8,505,903 9,087,227

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,234,801 1,389,840

短期借入金 2,630,895 3,014,631

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

未払法人税等 14,670 9,599

賞与引当金 77,986 120,180

その他 99,303 126,102

流動負債合計 4,117,656 4,720,355

固定負債   

長期借入金 210,000 210,000

負ののれん 17,411 15,670

その他 14,862 15,639

固定負債合計 242,273 241,309

負債合計 4,359,930 4,961,665
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 1,883,843 1,881,681

自己株式 △106,223 △106,223

株主資本合計 4,268,656 4,266,493

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,470 6,505

為替換算調整勘定 △127,153 △147,437

その他の包括利益累計額合計 △122,683 △140,931

純資産合計 4,145,972 4,125,561

負債純資産合計 8,505,903 9,087,227
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 (2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
  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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,304,617 4,190,047

売上原価 4,736,605 3,672,365

売上総利益 568,012 517,681

販売費及び一般管理費 479,526 464,433

営業利益 88,486 53,248

営業外収益   

受取利息 40 22

受取配当金 450 389

為替差益 2,552 －

投資不動産賃貸料 2,400 2,200

負ののれん償却額 1,741 1,741

その他 347 632

営業外収益合計 7,532 4,986

営業外費用   

支払利息 11,286 12,545

為替差損 － 94

その他 2,751 3,417

営業外費用合計 14,038 16,058

経常利益 81,980 42,176

特別損失   

投資有価証券評価損 － 23,294

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 23,294

税金等調整前四半期純利益 74,502 18,881

法人税、住民税及び事業税 16,843 7,239

法人税等調整額 9,678 △531

法人税等合計 26,522 6,708

少数株主損益調整前四半期純利益 47,979 12,173

四半期純利益 47,979 12,173
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   四半期連結包括利益計算書 
(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 47,979 12,173

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,076 2,035

為替換算調整勘定 △33,436 △20,284

その他の包括利益合計 △36,512 △18,248

四半期包括利益 11,466 △6,074

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,466 △6,074

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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