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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 3,981 △11.2 35 △25.7 36 △33.6 27 △32.6
23年12月期第1四半期 4,484 △21.0 47 △64.1 54 △60.4 40 △68.2

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 84百万円 （40.9％） 23年12月期第1四半期 60百万円 （―％）

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12月期第1四半期 2.22 ―
23年12月期第1四半期 3.29 ―

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12月期第1四半期 7,870 1,962 24.9 157.61
23年12月期 6,828 1,921 28.1 154.29
（参考） 自己資本  24年12月期第1四半期  1,962百万円 23年12月期  1,921百万円

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12月期 ― 0.00 ― 3.50 3.50
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 3.50 3.50

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 8,300 △8.8 70 △31.2 70 △33.3 50 △40.0 4.02
通期 18,900 8.3 360 225.8 350 277.5 290 35.8 23.29



(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  

(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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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） 

※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については、四半期決算短信(添付資料)２ページ「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12月期1Q 12,451,300 株 23年12月期 12,451,300 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 70 株 23年12月期 70 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 12,451,230 株 23年12月期1Q 12,451,230 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の懸念の後退やタイの洪水からの着

実な回復から、緩やかな景気の回復基調が見られるものの、依然として続く円高や原油価格の高止ま

り、電力の供給問題など予断を許さない状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは主力のコンポーネント事業のシェア拡大を目指し、LED照明

の販売拡大、スマートフォン向けカメラモジュールの売上増加等に尽力しました。 

当第１四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、

39億81百万円（前年同期比△５億２百万円 11.2%減）、売上総利益も３億88百万円（前年同期比△53百

万円12.1％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35百万円（前年同期比△12百万円

25.7%減）、36百万円（前年同期比△18百万円 33.6%減）、27百万円（前年同期比△13百万円 32.6%

減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して10億41百万円増加し、78億70

百万円となりました。これは流動資産の現金及び預金が９億36百万円、受取手形及び売掛金が１億70百

万円、たな卸資産が１億88百万円増加したのが主な要因であります。  

負債合計は、９億99百万円増加し、59億７百万円となりました。これは買掛金が８億11百万円、1年

内返済予定の長期借入金が86百万円増加したのが主な要因であります。 

純資産の部は、41百万円増加の19億62百万円となり、自己資本比率は24.9％となっております。 

  

 平成24年２月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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

（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。 

  

 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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,767,554 2,704,491

受取手形及び売掛金 2,781,723 2,952,524

たな卸資産 543,040 731,216

その他 661,005 497,569

貸倒引当金 △2,173 △2,619

流動資産合計 5,751,150 6,883,182

固定資産

有形固定資産 773,072 760,204

無形固定資産 16,578 23,171

投資その他の資産

その他 622,977 534,176

貸倒引当金 △334,984 △330,717

投資その他の資産合計 287,992 203,459

固定資産合計 1,077,643 986,835

資産合計 6,828,794 7,870,018

負債の部

流動負債

買掛金 2,424,689 3,236,122

短期借入金 245,720 246,570

1年内返済予定の長期借入金 713,808 799,908

未払法人税等 27,266 31,788

賞与引当金 － 24,163

役員賞与引当金 18,233 4,564

その他 363,398 430,354

流動負債合計 3,793,115 4,773,471

固定負債

長期借入金 830,961 851,484

退職給付引当金 91,145 95,683

役員退職慰労引当金 125,120 118,898

資産除去債務 14,465 14,527

その他 52,899 53,521

固定負債合計 1,114,593 1,134,115

負債合計 4,907,708 5,907,586
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(単位：千円)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 753,155 753,155

利益剰余金 1,486,643 1,470,653

自己株式 △15 △15

株主資本合計 2,239,783 2,223,793

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24 759

為替換算調整勘定 △318,673 △262,121

その他の包括利益累計額合計 △318,698 △261,362

純資産合計 1,921,085 1,962,431

負債純資産合計 6,828,794 7,870,018
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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

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 4,484,236 3,981,920

売上原価 4,042,174 3,593,302

売上総利益 442,061 388,618

販売費及び一般管理費 394,845 353,522

営業利益 47,216 35,096

営業外収益

受取利息 1,234 847

保険解約返戻金 － 8,891

為替差益 8,760 －

デリバティブ評価益 321 －

その他 4,262 2,303

営業外収益合計 14,579 12,042

営業外費用

支払利息 6,562 6,220

為替差損 － 4,256

デリバティブ評価損 － 35

その他 831 501

営業外費用合計 7,393 11,014

経常利益 54,401 36,124

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,261 －

固定資産売却益 32 4,127

特別利益合計 5,294 4,127

特別損失

固定資産売却損 11 －

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 5,020 －

税金等調整前四半期純利益 54,675 40,251

法人税、住民税及び事業税 13,513 12,106

法人税等調整額 220 555

法人税等合計 13,733 12,662

少数株主損益調整前四半期純利益 40,941 27,589

四半期純利益 40,941 27,589
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四半期連結包括利益計算書

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 40,941 27,589

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 233 783

為替換算調整勘定 19,097 56,551

その他の包括利益合計 19,331 57,335

四半期包括利益 60,272 84,925

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 60,272 84,925
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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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