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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 8,166 △2.1 12 △68.2 5 △87.2 37 180.3
23年3月期第3四半期 8,343 14.4 38 ― 43 ― 13 ―

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3四半期 11.93 ―
23年3月期第3四半期 4.21 ―

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3四半期 5,300 2,979 56.2 956.41
23年3月期 4,589 2,997 65.3 940.95
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,979百万円 23年3月期  2,997百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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 11,000 5.6 40 41.8 30 △15.1 60 ― 19.07



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3Q 3,230,000 株 23年3月期 3,230,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 114,744 株 23年3月期 44,344 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,155,505 株 23年3月期3Q 3,185,656 株

※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。 
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（１）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わが国経済は、東日本大震災や原子力発電所の事故などの影響による景気の落

ち込みから緩やかな回復が見られたものの、長引く円高や欧州の財政危機、またタイの洪水による影響など、厳し

い状況が続いております。 

このような状況の下、当社といたしましては親会社である加賀電子株式会社との取扱製品及び販売市場の補完

関係を 大限に活かし、新規ビジネスの発掘、新規商権の拡販に努めてまいりました。 

更に、国内の数千社にのぼる産業・計測・工業機器メーカーの市場をコア・マーケットとして注力市場のひと

つと位置付け、Web取引システムを導入しコア・マーケット向け営業部門を中心に新規取引先の拡大を目指し営業

活動を行なってまいりました。 

これらの活動の結果、コミュニケーション分野では、主にスマートフォン向けの半導体の販売が伸張いたしま

した。コンシューマ分野では、薄型テレビ向けの半導体販売が比較的好調でしたが、客先需要の減少に伴うオーデ

ィオ向け半導体販売の減少や、撮像素子の変遷に伴うデジタルスチルカメラ向け半導体の需要減少の影響をうけま

した。また、第２四半期まで好調であったインダストリー分野では、当第３四半期に入り在庫調整局面となり需要

が落ち込みました。これらのことから、売上高は前年同期対比で若干減少いたしました。 

利益面では、平成23年９月22日付の当社「投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ」で発表

のとおり、特別利益40百万円を計上しております。 

以上により、当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高81億66百万円（前年同四半期比2.1％減）、

営業利益12百万円（前年同四半期比68.2％減）、経常利益５百万円（前年同四半期比87.2％減）、四半期純利益37

百万円（前年同四半期比180.3％増）となりました。   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産は51億22百万円となり、前事業年度末に比べ６億96百万円増加いたし

ました。これは主に受取手形及び売掛金が９億95百万円増加し、現金及び預金が１億16百万円、商品及び製品が89

百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定資産は１億77百万円となり、前事業年度末に比べ14百万

円増加いたしました。これは、主に無形固定資産が32百万円増加し、有形固定資産が３百万円及び投資その他の資

産が14百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、53億円となり、前事業年度末に比べ７億11百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債は22億10百万円となり、前事業年度末に比べ７億19百万円増加いたし

ました。これは主に買掛金が１億92百万円及び短期借入金が５億42百万円増加したことによるものであります。固

定負債は１億10百万円となり、前事業年度末に比べ９百万円増加いたしました。これは主に退職給付引当金が２百

万円及び役員退職慰労引当金が６百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、23億21百万円となり、前事業年度末に比べ７億29百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は29億79百万円となり、前事業年度末に比べ18百万円減少いたしま

した。これは主に利益剰余金の増加15百万円及び自己株式の取得21百万円並びにその他有価証券評価差額金の減少

11百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は56.2%（前事業年度は65.3%）となりました。   

（３）業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成23年10月28日に公表いたしました業績予想から変更ございません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 368,037 251,997

受取手形及び売掛金 2,529,994 3,525,957

商品及び製品 1,312,279 1,223,080

その他 222,545 128,453

貸倒引当金 △6,717 △6,652

流動資産合計 4,426,140 5,122,836

固定資産   

有形固定資産 17,954 14,000

無形固定資産 22,658 55,641

投資その他の資産 122,872 108,250

固定資産合計 163,485 177,893

資産合計 4,589,625 5,300,730

負債の部   

流動負債   

買掛金 418,703 611,474

短期借入金 924,249 1,467,046

未払法人税等 7,121 4,497

賞与引当金 23,656 10,493

その他 117,540 117,004

流動負債合計 1,491,272 2,210,515

固定負債   

退職給付引当金 70,268 72,794

役員退職慰労引当金 19,192 25,832

資産除去債務 5,909 5,997

その他 5,454 6,124

固定負債合計 100,823 110,749

負債合計 1,592,096 2,321,265

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,330 560,330

資本剰余金 775,804 775,804

利益剰余金 1,667,114 1,682,444

自己株式 △13,316 △34,851

株主資本合計 2,989,933 2,983,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,094 △4,311

繰延ヘッジ損益 502 48

評価・換算差額等合計 7,596 △4,263

純資産合計 2,997,529 2,979,464

負債純資産合計 4,589,625 5,300,730
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,343,936 8,166,892

売上原価 7,320,136 7,153,901

売上総利益 1,023,800 1,012,990

販売費及び一般管理費 985,715 1,000,866

営業利益 38,084 12,123

営業外収益   

受取利息 316 24

受取配当金 582 380

為替差益 3,788 1,783

業務受託手数料 8,614 －

その他 2,104 420

営業外収益合計 15,406 2,608

営業外費用   

支払利息 4,926 7,549

債権売却損 2,938 352

その他 2,601 1,332

営業外費用合計 10,465 9,233

経常利益 43,024 5,498

特別利益   

投資有価証券売却益 11,866 40,420

特別利益合計 11,866 40,420

特別損失   

投資有価証券評価損 16,785 －

投資有価証券売却損 17,995 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,893 －

固定資産除却損 12 2,635

特別損失合計 37,687 2,635

税引前四半期純利益 17,204 43,283

法人税、住民税及び事業税 2,664 2,833

法人税等調整額 1,116 2,819

法人税等合計 3,780 5,653

四半期純利益 13,423 37,629
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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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