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

24年3月期第3四半期 79,890 △3.8 3,028 △18.1 3,069 △10.0 1,708 △13.6
23年3月期第3四半期 83,022 17.3 3,697 89.8 3,411 95.0 1,977 79.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 296百万円 （△81.0％） 23年3月期第3四半期 1,554百万円 （―％）

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3四半期 78.15 ―
23年3月期第3四半期 89.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 70,061 39,741 56.4
23年3月期 73,364 40,210 54.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  39,495百万円 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3Q 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3Q 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3Q 21,858,627 株 23年3月期3Q 22,066,863 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四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傾向となりましたが、第３四半

期にはタイの洪水が発生し、再度サプライチェーンの混乱が起こりました。また、欧州での金融不安が増している

ことや、円高が継続していること等により景気の先行きは依然として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、拡大基調は継続しているものの、先進国向けの輸出の減少やインフレ抑

制に向けた金利の引上げなどにより、経済成長率は昨年より鈍化してきており、タイの洪水の影響も重なって前年

ほどの力強さはなくなってまいりました。 

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では、北米において通信容量の増大に伴う通信インフ

ラへの投資が活性化していることから光通信関連部品の需要が拡大しておりますが、タイの洪水の影響を受けて自

動車関連製品やハードディスクの生産が落ち込みました。 

工業薬品関連市場では、石油関連業界は概ね前年並みの生産となっておりますが、紙・パルプ業界は円高の影響

で輸入紙の比率が増えたため厳しい状況となっております。 

このような環境の下で、当社グループの販売実績は電子・電気機器、工業薬品が前年実績を上回りましたが、電

子部品は前年実績を下回り、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は798億90百万円（前年同期比3.8％減)となり

ました。 

損益面につきましては、売上総利益率は前年並みとなり、連結売上総利益は128億33百万円（同3.7％減）となり

ました。連結販売費及び一般管理費は、98億５百万円（同1.8％増）となり、連結営業利益は30億28百万円（同

18.1％減）、連結経常利益は30億69百万円（同10.0％減）となりました。また、特別損失として、訴訟和解金が90

百万円発生したこと等により、連結四半期純利益は17億８百万円（同13.6％減）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。コンシューマー関連部品は、消費の低迷によりテレ

ビや周辺部材の需要が減少し、また、タイの洪水の影響もあり、車載関連部品やＰＣ関連部品の販売も前年を下回

りました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は699億88百万円（前年同期比3.8％減）、セグメント利

益は７億98百万円（同61.4％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、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が増加

したことや、真空関連機器、冷却装置の販売も好調に推移したこと等を要因として、当第３四半期連結累計期間の

売上高は136億79百万円（前年同期比5.8％増）、セグメント利益は８億５百万円（同2.8％減）となりました。 

  

［工業薬品事業］ 

工業薬品分野では、石油化学業界向けに主要薬品の販売が好調に推移いたしました。紙・パルプ業界向けの薬品

においても、需要が低下する中で前年以上の成果をあげ、化粧品関連の販売も継続して拡大していること等から、

当第３四半期連結累計期間の売上高は58億68百万円（前年同期比9.1％増）、セグメント利益は４億86百万円（同

14.3％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３四半期連結累計期間

の売上高は５億21百万円（前年同期比3.7％増）、セグメント利益は19百万円（同69.8％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３四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33億４百万円減少いたしまし

た。これは主に、投資有価証券が18億43百万円、現金及び預金が18億23百万円、受取手形及び売掛金が17億２百万

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４億69百万円減少し、397億41百万円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加９億43百万円、その他有価証券評価差額金の減少11億３百万円によるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②連結キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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10億89百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは36百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは23億35百万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14億40百万円減少し、当

第３四半期末は110億84百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 たな卸資産の増加23億83百万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29億41百万円、売上債

権の減少15億67百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは10億89百万円の収入となりました。

なお、前年同四半期には売上債権の増加49億37百万円及びたな卸資産の増加19億86百万円等により２億73百万円の

支出となっておりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 定期預金の払戻による収入５億28百万円等の収入要因がありましたが、有形固定資産の取得による支出１億98百

万円、無形固定資産の取得による支出１億74百万円、定期預金の預入による支出１億72百万円等により、投資活動

によるキャッシュ・フローは36百万円の支出となりました。なお、前年同四半期には定期預金の預入による支出５

億６百万円等により３億71百万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186億89百万円がありましたが、短期借入金の返済による支出194億44百万円、長期借入金

の返済による支出18億２百万円、配当金の支払額７億65百万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23億35百万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22百万円、配当金の支払額６億63百万円等により、11億３百万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３四半期連結累計期間の実績は、概ね期首予想通りに推移しているため、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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,232,475 11,409,009

受取手形及び売掛金 30,292,798 28,590,989

有価証券 295,187 120,497

商品及び製品 12,864,883 15,040,616

仕掛品 57,574 57,710

原材料及び貯蔵品 291,208 338,650

繰延税金資産 984,389 575,679

その他 1,236,638 1,550,153

貸倒引当金 △133,984 △57,355

流動資産合計 59,121,168 57,625,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,603,903 1,602,571

土地 4,065,895 4,065,895

その他（純額） 1,085,671 918,199

有形固定資産合計 6,755,469 6,586,665

無形固定資産 298,101 442,388

投資その他の資産   

投資有価証券 6,620,953 4,777,727

繰延税金資産 74,174 44,154

その他 536,806 638,466

貸倒引当金 △42,199 △54,828

投資その他の資産合計 7,189,734 5,405,519

固定資産合計 14,243,304 12,434,572

資産合計 73,364,472 70,060,520
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,083,796 14,289,260

短期借入金 7,232,308 6,491,244

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

未払法人税等 409,625 525,320

賞与引当金 826,523 537,308

製品保証引当金 36,500 42,000

その他 1,617,568 2,084,693

流動負債合計 25,706,320 24,469,825

固定負債   

長期借入金 5,161,577 4,339,627

繰延税金負債 1,726,281 958,380

退職給付引当金 294,299 299,445

役員退職慰労引当金 38,551 34,857

その他 227,129 217,107

固定負債合計 7,447,837 5,849,416

負債合計 33,154,157 30,319,241

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 28,436,364

自己株式 △4,184,950 △4,184,868

株主資本合計 38,900,101 39,843,411

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 1,254,329

繰延ヘッジ損益 △35,532 △23,428

為替換算調整勘定 △1,229,287 △1,579,143

その他の包括利益累計額合計 1,092,134 △348,242

少数株主持分 218,080 246,110

純資産合計 40,210,315 39,741,279

負債純資産合計 73,364,472 70,060,520
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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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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

売上高 83,022,101 79,890,142

売上原価 69,695,317 67,056,963

売上総利益 13,326,784 12,833,179

販売費及び一般管理費   

アフターサービス費 15,951 17,144

製品保証引当金繰入額 19,875 32,875

給料及び手当 3,723,467 3,788,399

賞与引当金繰入額 448,021 494,463

退職給付費用 370,716 416,610

役員退職慰労引当金繰入額 8,294 2,569

のれん償却額 53,300 40,002

貸倒引当金繰入額 8,799 △22,962

その他 4,981,625 5,036,316

販売費及び一般管理費合計 9,630,048 9,805,416

営業利益 3,696,736 3,027,763

営業外収益   

受取利息 19,917 14,894

受取配当金 123,804 145,603

持分法による投資利益 59,226 99,178

その他 89,889 98,702

営業外収益合計 292,836 358,377

営業外費用   

支払利息 123,589 111,580

為替差損 349,805 157,925

クレーム処理費 74,303 12,346

その他 30,619 35,674

営業外費用合計 578,316 317,525

経常利益 3,411,256 3,068,615

伯東株式会社（7433）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

6



（単位：千円）

前第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) 

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

特別利益   

固定資産売却益 13,415 3,293

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 23,626 4,406

特別利益合計 112,900 7,700

特別損失   

固定資産売却損 158 1,995

固定資産除却損 2,775 8,413

投資有価証券売却損 23,625 －

投資有価証券評価損 84,144 20,285

会員権評価損 500 13,909

デリバティブ解約損 86,484 －

訴訟和解金 － 90,397

特別損失合計 197,686 134,999

税金等調整前四半期純利益 3,326,470 2,941,316

法人税等 1,288,214 1,203,842

少数株主損益調整前四半期純利益 2,038,256 1,737,474

少数株主利益 60,835 29,140

四半期純利益 1,977,421 1,708,334
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 2,038,256 1,737,474

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △184,829 △1,102,071

繰延ヘッジ損益 33,082 12,104

為替換算調整勘定 △330,453 △349,856

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,755 △1,663

その他の包括利益合計 △483,955 △1,441,486

四半期包括利益 1,554,301 295,988

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,493,822 267,958

少数株主に係る四半期包括利益 60,479 28,030
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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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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 3,326,470 2,941,316

減価償却費 372,233 411,003

のれん償却額 53,300 40,002

退職給付引当金の増減額（△は減少） 747 10,582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △866,160 △3,694

賞与引当金の増減額（△は減少） △240,617 △289,521

受取利息及び受取配当金 △143,721 △160,497

支払利息 123,589 111,580

持分法による投資損益（△は益） △59,226 △99,178

固定資産売却損益（△は益） △13,257 △1,298

固定資産除却損 2,775 8,413

会員権評価損 500 13,909

投資有価証券売却損益（△は益） 7,166 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 84,144 20,285

デリバティブ解約損 86,484 －

訴訟和解金 － 90,397

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,034 722

売上債権の増減額（△は増加） △4,937,155 1,566,683

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,985,679 △2,382,967

仕入債務の増減額（△は減少） 4,009,983 △676,595

その他 301,988 111,455

小計 136,598 1,712,596

利息及び配当金の受取額 146,014 162,667

利息の支払額 △123,711 △110,639

訴訟和解金の支払額 － △90,397

法人税等の還付額 8,967 51,781

法人税等の支払額 △441,114 △636,878

営業活動によるキャッシュ・フロー △273,246 1,089,130
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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 △505,866 △172,379

定期預金の払戻による収入 469,208 528,250

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 △347,366 △198,398

有形固定資産の売却による収入 22,096 5,971

無形固定資産の取得による支出 △15,909 △173,982

投資有価証券の取得による支出 △113,401 △17,932

投資有価証券の売却による収入 120,271 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 － △59,675

投資活動によるキャッシュ・フロー △370,967 △35,893

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 24,988,699 18,688,521

短期借入金の返済による支出 △25,212,771 △19,444,451

リース債務の返済による支出 △80,174 △62,072

長期借入れによる収入 1,535,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △1,332,506 △1,801,988

社債の償還による支出 △208,750 －

自己株式の取得による支出 △178,795 △8

自己株式の処分による収入 － 37

配当金の支払額 △662,830 △765,053

その他 49,245 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,102,882 △2,335,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 △219,754 △157,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,966,849 △1,439,611

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 10,690,887 11,083,860
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該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第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）  

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 千円の内訳としてたな卸資産評価基準差異 千円、財務コスト負担額

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   72,745,946  12,927,755  5,377,435  502,222  91,553,358

セグメント利益  2,065,861  827,935  424,829  11,455  3,330,080

 (１)売上高 （単位：千円）

売上高 金額 

報告セグメント計  91,553,358

連結会社間取引消去額  △8,531,257

四半期連結損益計算書の売上高  83,022,101

 (２)利益 （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  3,330,080

連結会社間取引消去額  △8,243

のれんの償却額  △53,300

その他の調整額  428,199

四半期連結損益計算書の営業利益  3,696,736

428,199 △118,255

149,184 397,270
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 千円の内訳としてたな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。 

  

    

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   69,987,602  13,678,725  5,867,560  520,904  90,054,791

セグメント利益  798,156  804,804  485,778  19,449  2,108,187

 (１)売上高 （単位：千円）

売上高 金額 

報告セグメント計  90,054,791

連結会社間取引消去額  △10,164,649

四半期連結損益計算書の売上高  79,890,142

 (２)利益 （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,108,187

連結会社間取引消去額  △5,133

のれんの償却額  △40,002

その他の調整額  964,711

四半期連結損益計算書の営業利益    3,027,763

964,711 284,551 136,309

552,881 △9,030

（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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