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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 
（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 12月期第3四半期    13,593 △20.8 147 △66.6 138 △67.7 103 △72.9
22年 12月期第3四半期 17,153  31.5 440  767.2 429  ―  383   632.7

 

 
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 12月期第3四半期 8  33 ― 
22年 12月期第3四半期 30  78 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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 12月期第3四半期 8,111 1,798 22.2 144  47
22年 12月期 8,111 1,748 21.6 140  46

(参考)自己資本 23年12月期第3四半期         1,798百万円 22年12月期        1,748百万円 

 
２．配当の状況 

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 12月期 ―  0  00 ― 0  00 0  00   
23年 12月期 ―  0  00 ―   

23年 12月期(予想)   0  00 0  00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 19,000 △14.3 240 △53.9 220 △55.6 170 △63.5 13  65

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 ―社 (社名)  、除外 ―社 (社名)  

（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・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期３Ｑ 12,451,300株 22年12月期 12,451,300株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 70株 22年12月期 ― 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期３Ｑ 12,451,230株 22年12月期３Ｑ 12,451,300株

 
※ 四半期レビュー手続き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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本

大震災の影響から徐々に立ち直りつつあるものの、欧州の財政悪化と金融システム不安、そして長引く

円高など、景気の先行きについては依然として不透明な状況となっております。 

このような状況の中、当社グループは「選択と集中」及び「利益重視による成長」を基本方針とし、

ライトングループと連携強化、成長戦略の一環として、大きな成長市場であるＬＥＤ照明分野への積極

的な事業展開を行ってまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、パソコン関連及び携帯電話向け部品の販売が減少した結果、

135億93百万円（前年同期比△35億60百万円 20.8%減）、売上総利益も12億83百万円（前年同期比△４

億27百万円 25.0%減）となりました。販売管理費は、経費削減効果が寄与し11億36百万円（前年同期比

△１億34百万円 10.6%減）となりました。 

営業利益、経常利益、四半期純利益につきましても それぞれ１億47百万円（前年同期比△２億93百

万円 66.6%減）、１億38百万円（前年同期比△２億90百万円 67.7%減）、１億３百万円（前年同期比△

２億79百万円 72.9%減）となりました。 

  

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に対して微増の81億11百万円となりました。

増加理由は、現金及び預金が８億41百万円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が７億２百万円、

その他流動資産が１億46百万円減少したためであります。 

負債合計は49百万円減少し、63億13百万円となりました。これは長期借入金が４億79百万円増加し

たのに対し、買掛金が１億３百万円、短期借入金が３億45百万円、その他流動負債が91百万円減少し

たのが主な要因であります。 

純資産は、平成23年５月10日付で欠損填補に伴う減資を行ったことにより、資本金が６億43百万

円、資本剰余金が13億３百万円、前連結会計年度末よりそれぞれ減少し、資本金は７億53百万円、資

本剰余金はゼロとなっております。また、利益剰余金は欠損填補による19億46百万円の増加と当第３

四半期連結累計期間の四半期純利益の計上１億３百万円を加え、20億50百万円が前連結会計年度末よ

り増加し13億76百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

① 財政状態の状況
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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、前連結会計度末に比べて ８

億41百万円増加し、26億74百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、８億11百万円のプラスとなりました。これは、税金等調

整前四半期純利益の計上（＋１億47百万円）、売上債権の減少額（＋６億２百万円）、その他の資

産の減少額（＋１億61百万円）に対し、その他の負債の減少額（△１億１百万円)等によるもので

あります。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、15百万円のマイナスとなりました。これは有形固定資産

の取得による支出（△13百万円）等であります。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億13百万円のプラスとなりました。これは長期借入れ

による収入（＋13億円）に対し、短期借入金の純増減額（△３億45百万円）、長期借入金の返済に

よる支出（△８億40百万円）によるものであります。 

  

平成23年12月期第２四半期決算短信発表時（平成23年８月12日）に公表した業績予想に変更はありま

せん。 

  

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が1,063千円減少し、税金等調整前

四半期純利益が6,073千円減少しております。 

  

「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

表等の用語、様式及び作成方法に関する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」の科目で表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 会計処理基準に関する事項の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

② 表示方法の変更

（四半期連結損益計算書）
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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23年９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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,674,324 1,832,709

受取手形及び売掛金 3,210,604 3,913,556

たな卸資産 753,569 714,563

その他 390,462 536,881

貸倒引当金 △1,942 △14,958

流動資産合計 7,027,018 6,982,751

固定資産

有形固定資産 778,489 807,902

無形固定資産 14,064 17,035

投資その他の資産

その他 630,146 654,472

貸倒引当金 △337,789 △350,856

投資その他の資産合計 292,357 303,615

固定資産合計 1,084,911 1,128,553

資産合計 8,111,929 8,111,304

負債の部

流動負債

買掛金 3,639,411 3,743,005

短期借入金 354,950 700,831

1年内返済予定の長期借入金 696,508 716,136

未払法人税等 38,312 37,825

賞与引当金 33,460 －

役員賞与引当金 13,577 36,082

その他 211,833 303,442

流動負債合計 4,988,052 5,537,323

固定負債

長期借入金 977,438 498,105

退職給付引当金 93,079 84,951

役員退職慰労引当金 123,093 117,545

資産除去債務 14,413 －

その他 117,012 124,458

固定負債合計 1,325,036 825,060

負債合計 6,313,089 6,362,383
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９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12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 753,155 1,396,429

資本剰余金 － 1,303,001

利益剰余金 1,376,862 △673,180

自己株式 △15 △15

株主資本合計 2,130,002 2,026,235

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 162 402

為替換算調整勘定 △331,324 △277,716

評価・換算差額等合計 △331,162 △277,313

純資産合計 1,798,840 1,748,921

負債純資産合計 8,111,929 8,111,304
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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22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 17,153,601 13,593,487

売上原価 15,441,854 12,309,705

売上総利益 1,711,746 1,283,782

販売費及び一般管理費 1,271,035 1,136,686

営業利益 440,711 147,095

営業外収益

受取利息 5,257 2,449

受取配当金 1,882 836

為替差益 5,451 4,888

オプション差益 174 －

受取賃貸料 1,899 1,804

その他 14,443 4,151

営業外収益合計 29,108 14,130

営業外費用

支払利息 33,055 19,961

デリバティブ評価損 2,234 94

その他 5,137 2,635

営業外費用合計 40,428 22,690

経常利益 429,391 138,535

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,978 14,285

固定資産売却益 － 32

償却債権取立益 － 2,493

特別利益合計 5,978 16,811

特別損失

固定資産売却損 － 11

固定資産除却損 259 2,428

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,009

特別損失合計 259 7,449

税金等調整前四半期純利益 435,110 147,896

法人税、住民税及び事業税 45,925 42,450

過年度法人税等 4,170 2,749

法人税等調整額 1,709 △1,070

法人税等合計 51,805 44,129

少数株主損益調整前四半期純利益 － 103,767

四半期純利益 383,305 103,767
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  【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,404,575 4,488,387

売上原価 4,843,594 4,072,522

売上総利益 560,980 415,865

販売費及び一般管理費 421,231 370,528

営業利益 139,749 45,336

営業外収益

受取利息 1,504 469

受取配当金 1,800 －

為替差益 1,422 －

オプション差益 329 －

デリバティブ評価益 1,819 －

受取賃貸料 475 316

その他 1,736 615

営業外収益合計 9,086 1,402

営業外費用

支払利息 10,140 6,484

為替差損 － 5,724

デリバティブ評価損 － 260

その他 1,380 694

営業外費用合計 11,521 13,164

経常利益 137,314 33,574

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,109 7,474

特別利益合計 4,109 7,474

税金等調整前四半期純利益 141,424 41,048

法人税、住民税及び事業税 16,681 17,124

過年度法人税等 4,170 2,749

法人税等調整額 749 672

法人税等合計 21,601 20,547

少数株主損益調整前四半期純利益 － 20,501

四半期純利益 119,822 20,501
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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22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１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 435,110 147,896

減価償却費 68,235 55,140

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,245 8,128

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,135 5,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,451 33,580

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 27,080 △22,582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,539 △26,083

受取利息及び受取配当金 △7,139 △3,286

支払利息 33,055 19,961

デリバティブ評価損益（△は益） 2,234 94

為替差損益（△は益） 70,109 16,760

有形固定資産除却損 － 2,428

有形固定資産売却損益（△は益） － △21

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,009

売上債権の増減額（△は増加） △203,529 602,608

たな卸資産の増減額（△は増加） △391,969 △52,602

その他の資産の増減額（△は増加） 217,909 161,660

仕入債務の増減額（△は減少） 211,710 13,288

その他の負債の増減額（△は減少） 462 △101,062

その他 △2,135 1,012

小計 517,428 867,480

利息及び配当金の受取額 7,139 3,286

利息の支払額 △33,490 △22,726

法人税等の支払額 △18,755 △36,911

営業活動によるキャッシュ・フロー 472,322 811,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △19,580 △13,798

無形固定資産の取得による支出 △1,705 △2,328

有形固定資産の売却による収入 － 129

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,285 △15,997

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） 751,462 △345,881

長期借入れによる収入 200,000 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,253,268 △840,295

財務活動によるキャッシュ・フロー △301,806 113,823

現金及び現金同等物に係る換算差額 △114,850 △67,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,381 841,615

現金及び現金同等物の期首残高 1,687,441 1,832,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,721,822 2,674,324
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該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当社グループの事業は、電子部品販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報について

は記載しておりません。 

  

当社は、平成23年５月10日付で欠損填補に伴う減資を行いました。この結果、第２四半期連結会計期

間において、資本金が643,273千円、資本剰余金が1,303,001千円それぞれ減少し、利益剰余金が

1,946,275千円増加しております。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における資本金は753,155千円、資本剰余金は、ゼロとな

っております。 

なお、株主資本合計金額には、著しい変動はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【セグメント情報】 

（追加情報）

(6) 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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