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1.  平成24年9月期第2四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年3月31日） 

(注) 当社は、23年９月期より第2四半期の業績開示を行っているため、23年９月期第2四半期の増減率については記載しておりません。 

(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9月期第2四半期 31,571 △20.0 65 ― 156 ― 39 ―
23年9月期第2四半期 39,477 ― △211 ― △240 ― △166 ―

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9月期第2四半期 15.72 ―
23年9月期第2四半期 △65.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 20,851 5,701 27.3
23年9月期 19,814 5,781 29.2
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  5,701百万円 23年9月期  5,781百万円

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9月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
24年9月期 ― 0.00
24年9月期（予想） ― 35.00 35.00

3.  平成24年9月期の業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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 77,000 0.1 290 ― 200 ― 90 ― 35.59



(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   ：  有
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9月期2Q 2,529,100 株 23年9月期 2,529,100 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 67,500 株 23年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 2,515,213 株 23年9月期2Q 2,529,100 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おりません。 

※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予想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．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成23年10月１日～平成24年３月31日）における世界経済は、欧州財政

金融危機を背景とした先進国の景気低迷が、中国等の新興国の経済成長ペースを鈍化させるなど厳

しい状況が続いております。 

この様な経営環境のもと、当社におきましては既存取引の強化及び新規顧客の獲得や取扱商品の

拡大に取り組み収益性の向上を目指してまいりましたが、タイで発生した洪水の影響や景気低迷に

よるＯＤＤ(オプティカル・ディスク・ドライブ)市場の縮小、高機能薄型ＴＶの売れ行き不振など

により、売上高は315億71百万円（前年同四半期比20.0％減）となりました。 

利益につきましては、経費削減に加え、棚卸資産における評価基準を変更したこと等により、営

業利益は65百万円（前年同四半期は営業損失２億11百万円）となりました。２月以降にやや円安基

調に推移したため、為替差益が１億22百万円発生したことにより、経常利益は１億56百万円（前年

同四半期は経常損失２億40百万円）となりました。また、四半期純利益は、平成23年12月２日に公

布された改正法人税法及び復興財源確保法による税率の変更に伴う影響額を計上したこと等により、

39百万円（前年同四半期は四半期純損失１億66百万円）となりました。 

 

当第２四半期累計期間における事業部門別概況は以下のとおりであります。 

 

① 半導体事業 

半導体事業は、タイの洪水によるＰＣ生産の減少や景気低迷による家電需要不振等により、顧客の

ＯＤＤ及び高機能薄型ＴＶの生産が計画を下回り、売上は低調に推移いたしました。 

以上の結果、売上高は79億31百万円 (前年同四半期比10.4％減)となりました。 

 

② 電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、タイの洪水による部品不足の影響でＰＣの生産が減少し、顧客のＯＤＤ販売

が低迷しました。部品不足は３月には解消に向かい、顧客の需要は増えてきましたが売上は十分に回

復しませんでした。 

以上の結果、売上高は71億85百万円（前年同四半期比27.7％減）となりました。 

 

③ ＬＣＤモジュール事業 

  ＬＣＤモジュール事業は、顧客のスマートフォン向け需要が低迷したことにより、売上は低調に推

移しました。 

  以上の結果、売上高は65億39百万円（前年同四半期比36.8％減）となりました。 

 

④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、大きな特需はないものの、顧客の需要が堅調で、概ね順調に推移いたしまし

た。 

以上の結果、売上高は82億83百万円(前年同四半期比6.5％増)となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業は、主要顧客がディスプレイ事業から撤退するため、売上は大幅に減少いたしました。 
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以上の結果、売上高は16億31百万円（前年同四半期比36.5％減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金が４億５百万円減少したものの、売掛金が

７億70百万円、商品が９億33百万円それぞれ増加したこと等により、208億51百万円(前事業年度

末比10億36百万円増)となりました。 

負債は、買掛金が２億80百万円、短期借入金が６億76百万円それぞれ増加したこと等により、

151億50百万円(前事業年度末比11億17百万円増)となりました。 

純資産は、剰余金の配当等に伴い利益剰余金の減少48百万円及び自己株式取得による減少41百

万円があったこと等により、57億１百万円(前事業年度末比80百万円減)となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動、

投資活動、財務活動による各キャッシュ・フローの合計で４億５百万円減少し、４億64百万円と

なりました。 

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間において営業活動に使用した資金は、９億30百万円（前年同四半期は資

金の増加31億81百万円）となりました。 

これは主に、売上債権の増加額７億70百万円、たな卸資産の増加額９億33百万円、仕入債務の

増加額２億80百万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) 

当第２四半期累計期間において投資活動に使用した資金は、６百万円（前年同四半期は資金の

減少11百万円）となりました。 

これは主に、長期預り保証金の受入による収入12百万円、長期預り保証金の返還による支出９

百万円、無形固定資産の取得による支出７百万円等によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、５億９百万円（前年同四半期

は資金の減少29億81百万円）となりました。 

これは主に、短期借入金の純増加６億43百万円、配当金の支払いによる支出88百万円、自己株

式の取得による支出41百万円等によるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

  現時点では平成24年２月14日発表の業績予想に変更はありませんが、業績予想を見直す必要が生

じた場合には、適時に見直し数値を開示する予定であります。 
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２．サマリ―情報（その他）に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   会計上の見積りの変更 

当社は従来、棚卸資産の評価基準につき、通常の販売目的で保有する棚卸資産については期末に

おける正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、当該正味売却価額をもって貸借対照表価

額とし、且つ、取得から一定の期間を超える場合には原則として規則的に帳簿価額を切り下げた価

額をもって貸借対照表価額としておりました。 

このたび、取得から一定の期間を超える棚卸資産について、正味売却価額が帳簿価額を上回るケ

ースが増えてきており、棚卸資産に係る収益性の低下の事実をより適切に財政状態及び経営成績に

反映させるため、第１四半期会計期間より期末における正味売却価額が取得価額よりも下落してい

る場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする方法に変更することとしました。 

この結果、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ

157,409千円増加しております。 

(2) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日)を適用しております。 

（退職給付制度の移行） 

当社は、退職給付制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しておりましたが、

平成24年１月１日に退職一時金制度及び確定拠出型年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用しております。 

この移行により損益に与える影響はありません。 

（法人税率の変更等による影響） 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、当社では平

成24年10月１日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7％か

ら平成24年４月１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込ま

れる一時差異については38.0％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる

一時差異については、35.6％となります。 

この税率変更により、繰延税金資産(流動資産)が4,944千円、繰延税金資産(固定資産)が28,245千

円減少し、法人税等調整額が34,140千円増加しております。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 872,032 466,751

売掛金（純額） 11,912,860 12,682,257

商品 4,332,672 5,266,231

その他 927,057 646,729

流動資産合計 18,044,622 19,061,969

固定資産   

有形固定資産 1,362,019 1,350,070

無形固定資産 30,314 28,768

投資その他の資産 377,888 410,781

固定資産合計 1,770,222 1,789,620

資産合計 19,814,845 20,851,590

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,549,267 6,829,744

短期借入金 6,816,500 7,493,140

未払法人税等 1,067 6,179

賞与引当金 52,396 42,165

役員賞与引当金 9,500 －

その他 121,037 290,450

流動負債合計 13,549,767 14,661,680

固定負債   

退職給付引当金 77,986 76,743

役員退職慰労引当金 270,484 279,098

投資損失引当金 100,774 98,958

その他 34,231 33,831

固定負債合計 483,477 488,631

負債合計 14,033,245 15,150,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,450 550,450

資本剰余金 2,382,670 2,382,670

利益剰余金 2,846,160 2,797,171

自己株式 － △41,012

株主資本合計 5,779,281 5,689,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,318 11,999

評価・換算差額等合計 2,318 11,999

純資産合計 5,781,599 5,701,278

負債純資産合計 19,814,845 20,851,590
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 39,477,759 31,571,221

売上原価 38,962,878 30,744,699

売上総利益 514,880 826,521

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 253,978 256,522

退職給付費用 9,769 9,815

役員退職慰労引当金繰入額 9,011 8,613

賞与引当金繰入額 56,748 26,681

その他 397,166 459,026

販売費及び一般管理費合計 726,674 760,658

営業利益又は営業損失（△） △211,793 65,862

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,093 959

為替差益 5,842 122,243

受取家賃 18,841 6,810

仕入割引 8,699 7,354

その他 4,201 9,095

営業外収益合計 38,678 146,464

営業外費用   

支払利息 45,242 34,894

支払手数料 17,477 17,792

その他 5,071 3,398

営業外費用合計 67,790 56,085

経常利益又は経常損失（△） △240,906 156,241

特別利益   

固定資産売却益 98 －

特別利益合計 98 －

特別損失   

固定資産除却損 － 46

貸倒引当金繰入額 1,050 450

特別損失合計 1,050 496

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △241,857 155,745

法人税、住民税及び事業税 987 4,639

法人税等調整額 △76,049 111,575

法人税等合計 △75,062 116,215

四半期純利益又は四半期純損失（△） △166,794 39,529
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△241,857 155,745

減価償却費 22,337 23,004

長期前払費用償却額 360 360

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,130 1,598

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,248 △10,230

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △9,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,400 △1,243

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,440 8,613

受取利息及び受取配当金 △1,093 △959

支払利息 45,242 34,894

為替差損益（△は益） △87,824 9,581

有形固定資産売却損益（△は益） △98 －

有形固定資産除却損 － 46

匿名組合投資損益（△は益） △701 △1,816

売上債権の増減額（△は増加） 2,158,412 △770,546

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,349 △933,558

仕入債務の増減額（△は減少） 1,351,129 280,477

その他 122,247 317,506

小計 3,418,723 △896,025

利息及び配当金の受取額 1,094 942

利息の支払額 △44,989 △34,641

法人税等の支払額 △193,506 △338

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,181,321 △930,062

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 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △3,172 △2,195

有形固定資産の売却による収入 108 －

無形固定資産の取得による支出 △2,965 △7,360

従業員に対する長期貸付けによる支出 △9,969 △1,394

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 4,233 2,584

長期預り保証金の返還による支出 － △9,893

長期預り保証金の受入による収入 － 12,367

差入保証金の差入による支出 △234 △1,349

差入保証金の回収による収入 － 487

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,999 △6,754
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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） △2,853,209 643,161

リース債務の返済による支出 △3,154 △4,142

自己株式の取得による支出 － △41,012

配当金の支払額 △125,618 △88,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,981,982 509,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,329 21,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179,009 △405,281

現金及び現金同等物の期首残高 490,215 870,011

現金及び現金同等物の四半期末残高 669,225 464,730
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 

 

 (6) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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