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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 12,653 △27.4 100 △65.3 70 △71.9 44 △77.2
23年3月期第3四半期 17,441 51.4 288 ― 252 ― 196 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △3百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 117百万円 （―％）

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 9.38 ―
23年3月期第3四半期 40.79 ―

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 8,436 4,127 48.9 863.78
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3四半期  4,127百万円 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 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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、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  ：  有   

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 16,660 △26.0 117 △65.3 78 △73.4 48 △79.2 10.04



(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）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

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3Q 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3Q 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3Q 4,778,748 株 23年3月期3Q 4,817,743 株
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当第３四半期連結累計期間における経済環境は、国内では東日本大震災からの復旧・復興への努力、

海外では新興国経済の順調な推移等により、緩やかながら景気回復の基調がある一方、長引く欧州の金

融危機や米国経済の低迷、円高の継続、さらにタイの洪水被害によるマイナスの影響は大きく、先行き

の不透明感は依然として拭えない状況となっております。 

 当社グループが属する半導体及び半導体関連電子機器市場については、復旧・復興に伴う産業機器分

野の需要や環境・エコロジー関連製品の市場への浸透、スマートフォンやタブレットＰＣ等の新しいメ

ディアの普及など、明るい兆しが見えている一方、前述の欧州金融危機、円高等に加え、タイの洪水被

害により、東南アジアに拠点を有するお客様の生産拠点が被災、一時活動停止を余儀なくされ、あるい

は供給元の被害により必要な部品が調達できないなど、直接的または間接的に大きな影響を受け、生産

計画の見直しを迫られる事態となりました。 

 このような状況下、当社グループは、既存ビジネスの維持・拡大を推進するとともに、特定小電力Ｒ

ＦやパワーマネジメントＩＣ市場の開拓など、アナログ半導体を軸に、新規商材、新規ビジネスの開

拓・立ち上げに注力し、今後の新しい柱となるビジネスの獲得を大きな命題として活動してまいりまし

た。その中で、デジカメ向けの需要回復、センサー市場の回復等により好調なビジネスがある一方、一

部の主要なビジネスにおいて生産調整による受注減少あるいは一時停止が見られるなど、当社グループ

のビジネス環境は、極めて厳しいものとなりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績については、売上高は126億53百万円（前年同期比

27.4％減）、また、損益につきましては、営業利益1億円（前年同期比65.3％減）、経常利益70百万円

（前年同期比71.9％減）、四半期純利益44百万円（前年同期比77.2％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、デジカメ向けの需要が引き続き好調だっ

たものの、ゲーム機器等の分野で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。情報通信分野については、衛星放送用チューナー向け需要の一部終息等による影響が大きく、

売上高が前年同期を下回りました。車載分野については、東日本大震災の影響から回復基調にあるもの

の、一部お客様の需要減少等により、売上高は前年同期を下回りました。また、産業機器分野について

は、工業用センサー市場が好調を持続する一方、ＬＥＤ照明関連ビジネスでの生産調整による受注見合

わせ、一部商流の移管等により、売上高は前年同期を下回る結果となりました。 

                                                        

総資産は、たな卸資産等の増加があったものの、売上債権、現金及び預金等の減少により、前連結会

計年度末と比較し69百万円減少し、84億36百万円となりました。 

負債は、長期の新規借入による資金調達から借入金が増加したものの、仕入債務の減少により、前連

結会計年度末と比較し51百万円減少し、43億8百万円となりました。 

純資産は41億27百万円となり、自己資本比率は48.9％となりました。  

  

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
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今後の市場環境につきましては、欧米諸国の経済低迷、継続的な円高水準、タイでの洪水被害など懸

念材料が山積しているほか、当社においては、一部の主要なビジネスにおいて生産調整や在庫調整によ

る受注減少が今後も見込まれることなどから、ビジネス環境は極めて厳しくなるものと思われます。 

 つきましては、上述の第３四半期連結累計期間の業績、今後の環境変化を踏まえ、平成24年３月期の

業績予想を次のとおり修正いたします。 

 通期連結業績といたしましては、売上高166億60百万円、営業利益1億17百万円、経常利益78百万円、

当期純利益48百万円を予定しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２.四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 975,308 883,006

受取手形及び売掛金 4,019,719 3,357,661

商品 2,768,410 3,545,705

その他 290,752 253,748

貸倒引当金 △3,094 △3,396

流動資産合計 8,051,095 8,036,726

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,684 1,684

その他（純額） 20,057 16,345

有形固定資産合計 21,742 18,030

無形固定資産   

ソフトウエア 39,726 22,453

その他 5,168 5,168

無形固定資産合計 44,895 27,622

投資その他の資産   

投資有価証券 111,746 80,278

敷金及び保証金 79,074 77,596

投資不動産（純額） 195,999 194,688

その他 2,349 2,276

貸倒引当金 △1,000 △1,050

投資その他の資産合計 388,170 353,789

固定資産合計 454,807 399,442

資産合計 8,505,903 8,436,169

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,234,801 742,678

短期借入金 2,630,895 2,920,332

1年内返済予定の長期借入金 60,000 90,000

未払法人税等 14,670 24,251

賞与引当金 77,986 38,939

その他 99,303 119,515

流動負債合計 4,117,656 3,935,717

固定負債   

長期借入金 210,000 350,000

負ののれん 17,411 12,187

その他 14,862 10,470

固定負債合計 242,273 372,658

負債合計 4,359,930 4,308,375
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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) 

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 1,914,327

自己株式 △106,223 △106,223

株主資本合計 4,268,656 4,299,140

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 △1,707

為替換算調整勘定 △127,153 △169,638

その他の包括利益累計額合計 △122,683 △171,346

純資産合計 4,145,972 4,127,793

負債純資産合計 8,505,903 8,436,169
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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 17,441,250 12,653,716

売上原価 15,684,553 11,185,265

売上総利益 1,756,696 1,468,451

販売費及び一般管理費 1,468,164 1,368,323

営業利益 288,531 100,127

営業外収益   

受取利息 115 1,136

受取配当金 960 1,270

投資不動産賃貸料 7,200 6,700

負ののれん償却額 5,223 5,223

その他 4,936 4,692

営業外収益合計 18,436 19,022

営業外費用   

支払利息 41,496 37,105

為替差損 5,707 3,982

その他 7,568 7,073

営業外費用合計 54,771 48,161

経常利益 252,196 70,988

特別利益   

投資有価証券売却益 － 18,000

特別利益合計 － 18,000

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 244,718 65,693

法人税、住民税及び事業税 37,702 21,877

法人税等調整額 10,513 △1,004

法人税等合計 48,216 20,872

少数株主損益調整前四半期純利益 196,502 44,820

四半期純利益 196,502 44,820
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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 196,502 44,820

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,739 △6,178

為替換算調整勘定 △77,040 △42,485

その他の包括利益合計 △78,779 △48,663

四半期包括利益 117,722 △3,843

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 117,722 △3,843

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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