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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 54,776 3.5 2,161 6.9 2,270 23.4 1,270 13.9
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

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 33百万円 （△94.3％） 23年3月期第2四半期 581百万円 （―％）

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2四半期 58.11 ―
23年3月期第2四半期 50.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 69,923 39,806 56.6
23年3月期 73,364 40,210 54.5
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  39,574百万円 23年3月期  39,992百万円

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 ― 15.00 ― 20.00 35.00
24年3月期 ― 15.00
24年3月期（予想） ― 20.00 35.00

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、対前期増減率）

（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

通期 110,000 △0.8 4,100 △6.6 4,000 △0.6 2,500 13.6 114.37



(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  ：  無  

(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]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

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2Q 24,137,213 株 23年3月期 24,137,213 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,278,569 株 23年3月期 2,278,608 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 21,858,618 株 23年3月期2Q 22,094,286 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、東日本大震災の影響により被災工場の操業停止やサプライ

チェーンの寸断等が発生し、第１四半期は製造業を中心とした国内生産の大幅減少や消費マインドの低下等を要因

として景気は大幅に落ち込みました。第２四半期から製造業の生産レベルは回復しつつあり、 悪期は脱し回復傾

向にあると見られるものの、円高の進行、国内産業の空洞化の進行を背景とし、依然として景気の先行きは不透明

な状況が続いております。 

一方、中国を中心とするアジア圏では、経済成長率は昨年より鈍化しているものの、スマートフォンやタブレッ

トPCの生産増加等に牽引され、拡大基調が継続しております。 

当社グループが主力事業を展開するエレクトロニクス業界は、国内では自動車生産の回復に伴い車載関連部品が

夏場以降増加傾向にありますが、個人消費の低迷を受けてデジタルコンシューマ関連は低調に推移いたしました。

またアジア圏では好調な経済に牽引され、生産設備機器の販売も好調に推移いたしました。 

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や、紙・パルプ業界では、生産量は一時的には落

込んだものの、東日本で被災した工場での生産を西日本の工場でカバーし、全体としてはほぼ前年並みに推移いた

しました。 

このような環境の中で、当社グループの販売実績は、電子部品事業が前年実績を下回りましたが、工業薬品事業

は前年実績をやや上回り、電子・電気機器事業が大幅に増加したため、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は

547億76百万円（前年同期比3.5％増)となりました。 

損益面につきましては、粗利益率の高い電子・電気機器事業の販売が増加したため、連結売上総利益は88億10百

万円（同4.0％増）となりました。 

  連結販売費及び一般管理費は、66億49百万円（同3.2％増）となり、連結営業利益は21億61百万円（同6.9％

増）、連結経常利益は22億70百万円（同23.4％増）となりました。また、特別損失として、訴訟和解金が１億５百

万円発生したこと等により、連結四半期純利益は12億70百万円（同13.9％増）となりました。 

  

 報告セグメント別の概況につきましては、以下のとおりです。連結会社間の取引については、相殺消去しており

ません。 

  

 〔電子部品事業〕 

 電子部品分野では、光通信関連部品の販売は米国での光分野への投資の活発に伴う光部品の需要が増加したこ

と、国内ではスマートフォン需要の増加に伴う部品需要が増加したこと、通信容量の増大化・高速化によりインフ

ラ投資が活発化したこと等を要因として好調に推移しましたが、震災の影響により車載関連の販売が減速したこ

と、エコポイント終了に伴いテレビや周辺部材需要が低迷したこと等によりデジタルコンシューマ関連部品は前年

を下回り、その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は473億17百万円（前年同期比0.8％減）、セグメント利

益は６億13百万円（同58.3％減）となりました。 

  

 〔電子・電気機器事業〕 

電子・電気機器分野では、スマートフォンやタブレットPCの生産増加等に牽引され、主力のPCB（Printed 

Circuit Board）関連装置や蒸着装置の東アジア向け輸出や国内販売が増加したことや、真空関連機器も好調に推移

したこと、新規商権が好調に推移している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97億30百万

円（前年同期比36.2％増）、セグメント利益は７億４百万円（同217.8％増）となりました。 

  

 〔工業薬品事業〕 

工業薬品分野では、石油化学業界向けで工事案件が獲得できたことや、主要薬品の販売が好調であり、化粧品関

連の販売が継続して拡大していること等から、当第２四半期連結累計期間の売上高は39億31百万円（前年同期比

10.0％増）、セグメント利益は３億20百万円（同16.4％増）となりました。 

  

 〔その他の事業〕 

 当社の業務・物流管理全般の受託と保険会社の代理店を主たる業務としております。当第２四半期連結累計期間

の売上高は３億42百万円（前年同期比3.0％増）、セグメント利益は11百万円（同45.4％増）となりました。  

  

（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34億41百万円減少いたしまし

た。これは主に、投資有価証券が17億62百万円、受取手形及び売掛金が11億13百万円減少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４億４百万円減少し、398億６百万円となりました。これは主に、利

１．当四半期決算に関する定性的情報
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益剰余金の増加８億33百万円、その他有価証券評価差額金の減少11億36百万円によるものです。 

  

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15億59百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは１億63百万円の収入、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは16億17百万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89百万円増加し、

当第２四半期末は126億12百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 仕入債務の減少13億56百万円等の支出要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益21億54百万円、売上債権

の減少11億92百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは15億59百万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５億17百万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) 

 定期預金の預入による支出２億16百万円、有形固定資産の取得による支出１億５百万円等の支出要因がありまし

たが、定期預金の払戻による収入５億16百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは１億63百万円の収

入となりました。なお、前年同四半期には定期預金の預入による支出５億16百万円等により２億65百万円の支出と

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113億88百万円がありましたが、短期借入金の返済による支出116億79百万円、長期借入金

の返済による支出11億96百万円、配当金の支払額４億37百万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16億17百万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）返済額による

支出１億80百万円、配当金の支払額３億31百万円等により、６億76百万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、営業利益、経常利益については期首予想を上回って推移いたしま

したが、製造業の復旧が当初想定より早かったことによる生産の前倒しがあったと想定され、また現状において

は、円高・株安の進行等により、国内産業の空洞化、個人消費の低迷等の不透明な経済状況が継続することも予想

されるため、平成23年５月13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、業績予想に変更が生じた場合には、適切に開示してまいります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,232,475 13,018,051

受取手形及び売掛金 30,292,798 29,179,432

有価証券 295,187 195,458

商品及び製品 12,864,883 12,963,949

仕掛品 57,574 56,993

原材料及び貯蔵品 291,208 270,417

繰延税金資産 984,389 663,854

その他 1,236,638 1,293,354

貸倒引当金 △133,984 △126,646

流動資産合計 59,121,168 57,514,862

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,603,903 1,608,524

土地 4,065,895 4,065,895

その他（純額） 1,085,671 960,476

有形固定資産合計 6,755,469 6,634,895

無形固定資産 298,101 292,327

投資その他の資産   

投資有価証券 6,620,953 4,859,400

繰延税金資産 74,174 49,988

その他 536,806 614,577

貸倒引当金 △42,199 △42,854

投資その他の資産合計 7,189,734 5,481,111

固定資産合計 14,243,304 12,408,333

資産合計 73,364,472 69,923,195
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,083,796 13,768,417

短期借入金 7,232,308 6,859,998

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

未払法人税等 409,625 493,670

賞与引当金 826,523 783,274

製品保証引当金 36,500 46,500

その他 1,617,568 1,686,917

流動負債合計 25,706,320 24,138,776

固定負債   

長期借入金 5,161,577 4,325,683

繰延税金負債 1,726,281 1,083,687

退職給付引当金 294,299 315,423

役員退職慰労引当金 38,551 33,177

その他 227,129 220,514

固定負債合計 7,447,837 5,978,484

負債合計 33,154,157 30,117,260

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 7,491,663

利益剰余金 27,493,082 28,326,177

自己株式 △4,184,950 △4,184,868

株主資本合計 38,900,101 39,733,224

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,356,953 1,221,204

繰延ヘッジ損益 △35,532 △80,671

為替換算調整勘定 △1,229,287 △1,299,285

その他の包括利益累計額合計 1,092,134 △158,752

少数株主持分 218,080 231,463

純資産合計 40,210,315 39,805,935

負債純資産合計 73,364,472 69,923,195

伯東株式会社（7433） 平成24年３月期　第２四半期決算短信

5



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 52,939,539 54,776,118

売上原価 44,471,922 45,966,455

売上総利益 8,467,617 8,809,663

販売費及び一般管理費   

アフターサービス費 17,283 7,570

製品保証引当金繰入額 9,250 28,250

給料及び手当 2,179,615 2,198,779

賞与引当金繰入額 607,783 723,434

退職給付費用 255,426 274,440

役員退職慰労引当金繰入額 5,617 1,765

のれん償却額 35,534 35,534

貸倒引当金繰入額 1,963 3,521

その他 3,333,226 3,375,709

販売費及び一般管理費合計 6,445,697 6,649,002

営業利益 2,021,920 2,160,661

営業外収益   

受取利息 14,820 11,443

受取配当金 108,592 128,938

持分法による投資利益 34,321 86,390

その他 74,761 82,534

営業外収益合計 232,494 309,305

営業外費用   

支払利息 84,138 76,276

為替差損 256,523 92,131

クレーム処理費 54,282 9,503

その他 19,093 21,856

営業外費用合計 414,036 199,766

経常利益 1,840,378 2,270,200
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 14,092 1,773

投資有価証券売却益 16,459 1

役員退職慰労引当金戻入額 59,400 －

保険解約返戻金 12,693 4,406

特別利益合計 102,644 6,180

特別損失   

固定資産売却損 90 －

固定資産除却損 2,144 3,287

投資有価証券評価損 88,002 8,870

会員権評価損 － 5,300

訴訟和解金 － 104,949

特別損失合計 90,236 122,406

税金等調整前四半期純利益 1,852,786 2,153,974

法人税等 690,395 869,398

少数株主損益調整前四半期純利益 1,162,391 1,284,576

少数株主利益 46,969 14,309

四半期純利益 1,115,422 1,270,267
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,162,391 1,284,576

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △349,849 △1,136,213

繰延ヘッジ損益 △59,324 △45,139

為替換算調整勘定 △170,821 △69,998

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,647 △463

その他の包括利益合計 △581,641 △1,251,813

四半期包括利益 580,750 32,763

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 534,464 19,381

少数株主に係る四半期包括利益 46,286 13,382
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,852,786 2,153,974

減価償却費 250,030 264,288

のれん償却額 35,534 35,534

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,550 17,968

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △868,836 △5,375

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,516 △49,817

受取利息及び受取配当金 △123,412 △140,381

支払利息 84,138 76,276

持分法による投資損益（△は益） △34,321 △86,390

固定資産売却損益（△は益） △14,002 △1,773

固定資産除却損 2,144 3,287

会員権評価損 － 5,300

投資有価証券売却損益（△は益） △16,459 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 88,002 8,870

訴訟和解金 － 104,949

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,566 68,787

売上債権の増減額（△は増加） △790,578 1,192,073

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,070,002 △109,852

仕入債務の増減額（△は減少） 2,719,436 △1,355,622

その他 △365,582 △228,046

小計 720,478 1,954,049

利息及び配当金の受取額 126,021 141,896

利息の支払額 △83,921 △76,070

訴訟和解金の支払額 － △104,949

法人税等の還付額 8,967 50,996

法人税等の支払額 △254,187 △407,398

営業活動によるキャッシュ・フロー 517,358 1,558,524
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 △516,395 △216,442

定期預金の払戻による収入 492,008 516,185

有価証券の償還による収入 － 76,640

有形固定資産の取得による支出 △277,741 △105,491

有形固定資産の売却による収入 23,086 2,018

無形固定資産の取得による支出 △14,740 △12,767

投資有価証券の取得による支出 △26,872 △11,824

投資有価証券の売却による収入 55,990 4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △24,392

その他 － △60,662

投資活動によるキャッシュ・フロー △264,664 163,269

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 16,372,778 11,387,740

短期借入金の返済による支出 △16,675,872 △11,678,570

リース債務の返済による支出 △54,885 △42,532

長期借入れによる収入 1,000,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △876,929 △1,196,041

社債の償還による支出 △158,750 －

自己株式の取得による支出 △4 △8

自己株式の処分による収入 － 37

配当金の支払額 △331,415 △437,173

その他 49,245 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △675,832 △1,616,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 △111,260 △16,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △534,398 88,953

現金及び現金同等物の期首残高 12,657,736 12,523,471

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,123,338 12,612,424
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第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）  

１．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 

  

２．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（差異調整に関する事項）   

  

（注）その他の調整額 千円の内訳として棚卸資産評価基準差異 千円、財務コスト負担額

千円、為替評価差異 千円及びその他 千円が含まれております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
電子部品事業 

電子・電気 
機器事業 

工業薬品事業 その他の事業 

売上高   47,712,019  7,143,332  3,575,082  331,696  58,762,129

セグメント利益  1,469,482  221,618  274,857  7,727  1,973,684

 (１)売上高 （単位：千円）

売上高 金額 

報告セグメント計  58,762,129

連結会社間取引消去額  △5,822,590

四半期連結損益計算書の売上高  52,939,539

 (２)利益 （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,973,684

連結会社間取引消去額  953

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

82,817 △110,354 103,346

40,125 49,700
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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 

  

２．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（差異調整に関する事項） 

  

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

円、為替評価差異 千円及びその他 千円が含まれております。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当社グループは、従来「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したが、前第３四半期連結会計期間より「電子部品事業」、

「電子・電気機器事業」、「工業薬品事業」及び「その他の事業」の４つのセグメントに変更しております。 

 この変更は、経営実態をより適切に反映することを目的に、「国内子会社」及び「海外子会社」の業績管理を

上記４つのセグメント区分で行うこととした為であります。 

 これにより、前第２四半期連結累計期間の報告セグメントについては、変更後の４区分に組替えて作成してお

ります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。   

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
電子部品事業 

電子・電気 
機器事業 

工業薬品事業 その他の事業 

売上高   47,316,552  9,730,074  3,931,202  341,681  61,319,509

セグメント利益  612,920  704,328  319,902  11,232  1,648,382

 (１)売上高 （単位：千円）

売上高 金額 

報告セグメント計  61,319,509

連結会社間取引消去額  △6,543,391

四半期連結損益計算書の売上高  54,776,118

 (２)利益 （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,648,382

連結会社間取引消去額  5,155

のれんの償却額  △35,534

その他の調整額  542,658

四半期連結損益計算書の営業利益  2,160,661

542,658 131,670 94,946

320,779 △4,737

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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