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（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 ％

25年2月期第１四半期 10,333 2.8 568 △19.2 678 △17.8 373 △25.1

24年2月期第１四半期 10,052 2.7 703 △4.1 825 △1.1 498 △8.7

（注）包括利益 25年2月期第１四半期 380百万円（ ％）△13.2 24年2月期第１四半期 438百万円（ ％）－

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

25年2月期第１四半期 26.09 －

24年2月期第１四半期 34.68 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年2月期第１四半期 33,655 21,151 62.8

24年2月期 33,832 21,492 63.5

（参考）自己資本 25年2月期第１四半期 21,130百万円 24年2月期 21,468百万円

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

24年2月期 － 0.00 － 50.00 50.00

25年2月期 －

25年2月期（予想） 0.00 － 50.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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）

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） 21,300 △0.1 1,485 11.1 1,585 6.6 950 15.6 66.38

通期 44,500 6.3 3,400 21.6 3,620 14.8 2,170 21.6 151.62

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※ 注記事項

新規 ― 社 （社名） 、除外 ― 社 （社名）

（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、添付資料３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。

（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

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） 25年2月期１Ｑ 16,320,828株 24年2月期 16,320,828株

②  期末自己株式数 25年2月期１Ｑ 2,008,863株 24年2月期 2,008,829株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期１Ｑ 14,311,974株 24年2月期１Ｑ 14,371,949株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、タイ洪水や欧州債務問題に伴う世界経済の減速などによる昨年後

半の足踏み状況は、今年に入って持ち直しの動きとなってきたものの全般的に低調な推移となりました。

一方、半導体市場は、WSTS（世界半導体市場統計）の2012年春季予測によれば、世界全体で2011年は前年比0.4％増

と小幅ではありますが市場は成長を遂げ、今年は同0.4％増と引き続き緩やかな成長が続くものと予想されています。

日本市場は、2011年は震災の影響もあり同16.3％減となりましたが、今年は同1.0％増の成長予想となっております。

このような状況下、業績の大宗を占める単体においては、昨年は震災の影響で低迷した民生機器向けや車載向けなど

が大幅に回復しました。一方、メモリ大口先である情報機器向けが減少し、主力のFA製造装置や計測器なども震災特需

の反動などにより若干の減少となりましたが、全体の売上では前年同期比5.9％増となりました。

連結子会社は、海外子会社は事務機向けなどが減少し、国内子会社は産業機器向けの不振から厳しい状況となり、子

会社合計では売上、利益とも前年同期を下回りました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は103億33百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益は５億68百万円

（同19.2％減）、経常利益は６億78百万円（同17.8％減）、四半期純利益は３億73百万円（同25.1％減）となりまし

た。

なお、当社グループの事業は、電子部品等販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略してお

ります。

(単体の四半期別の業績推移については、以下をご参照ください。)

(参考) 単体の四半期別受注・売上推移

受注 前年同期比 前四半期比

売上 前年同期比 前四半期比

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産は336億55百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億77百万円の減少とな

りました。これは主に、現金及び預金、未収入金、投資有価証券の減少並びに商品、有価証券の増加によるものであり

ます。

当第１四半期連結会計期間末の負債は125億３百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億63百万円の増加とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加並びに短期借入金、長期借入金、未払法人税等の減少によるもので

あります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は211億51百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億40百万円の減少と

なりました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加、剰余金の配当による利益剰余金の減少による

ものであります。

②キャッシュ・フロ－の状況

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比17億91百万円減少の102億

69百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロ－は、税金等調整前四半期純利益６億57百万円に対し、たな卸資産の増加による支

１．当四半期決算に関する定性的情報

前第1四半期(平成23年3～5月) 百万円12,952 ％120.8 ％162.9

前第2四半期(平成23年6～8月) 百万円9,383 ％84.5 ％72.4

前第3四半期(平成23年9～11月) 百万円8,417 ％96.3 ％89.7

前第4四半期(平成23年12～平成24年2月) 百万円9,553 ％120.2 ％113.5

当第1四半期(平成24年3～5月) 百万円10,083 ％77.8 ％105.5

前第1四半期(平成23年3～5月) 百万円9,026 ％101.9 ％99.3

前第2四半期(平成23年6～8月) 百万円10,456 ％94.7 ％115.8

前第3四半期(平成23年9～11月) 百万円9,284 ％93.3 ％88.8

前第4四半期(平成23年12～平成24年2月) 百万円9,844 ％108.2 ％106.0

当第1四半期(平成24年3～5月) 百万円9,557 ％105.9 ％97.1
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出15億20百万円、仕入債務の増加による収入10億68百万円及び法人税等の支払５億50百万円を主因として、58百万円の

支出となりました（前年同期は６億30百万円の支出）。

投資活動によるキャッシュ・フロ－は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出14億77百万円、有価証券・投資

有価証券の償還及び売却による収入12億89百万円を主因として、２億円の支出となりました（前年同期は５億８百万円

の支出）。

財務活動によるキャッシュ・フロ－は、配当金の支払５億41百万円、短期借入金の純減少による支出５億27百万円及

び長期借入金の返済による支出４億58百万円を主因として、15億33百万円の支出となりました（前年同期は６億７百万

円の収入）。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

今後の経営環境につきましては、世界の景気は欧州債務問題、米国や中国の経済減速懸念など、また国内では為替の

動向や電力事情などの不安定要素により、先行きは不透明な状況が続くものと考えられます。

半導体市場は、世界全体では2012年から2014年にかけて成長率は一桁台の緩やかな上昇ペースを維持するものと予想

されております。

このような環境下、当社グループの業績見通しとしましては、単体および連結子会社において当第１四半期は計画を

やや下回るペースとなりましたが、第２四半期以降の商流移管分の貢献や新規案件の立ち上げなどによる売上増加を見

込んでおり、現時点では第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はございません。

（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。

（４）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１四半期連結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。 

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,211,184 10,419,851

受取手形及び売掛金 12,848,643 12,761,757

有価証券 500,448 992,839

商品 5,034,850 6,569,646

未収入金 684,170 474,833

繰延税金資産 197,622 262,705

その他 189,344 236,403

貸倒引当金 △4,267 △2,812

流動資産合計 31,661,998 31,715,225

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,615 31,015

車両運搬具（純額） 1,343 1,232

工具、器具及び備品（純額） 39,138 34,965

リース資産（純額） 3,202 22,425

有形固定資産合計 73,299 89,639

無形固定資産

ソフトウエア 167,245 153,968

その他 3,622 3,622

無形固定資産合計 170,867 157,591

投資その他の資産

投資有価証券 1,390,375 1,147,492

繰延税金資産 319,611 325,880

その他 221,757 222,400

貸倒引当金 △5,505 △3,025

投資その他の資産合計 1,926,239 1,692,747

固定資産合計 2,170,405 1,939,978

資産合計 33,832,403 33,655,203
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,156,489 4,288,553

短期借入金 1,235,830 700,812

1年内返済予定の長期借入金 1,642,484 1,532,922

リース債務 661 4,945

未払法人税等 570,501 360,700

繰延税金負債 21,615 15,106

賞与引当金 190,482 88,097

その他 410,288 796,742

流動負債合計 7,228,352 7,787,881

固定負債

長期借入金 3,967,219 3,621,310

リース債務 2,701 18,600

長期未払金 573,191 565,551

繰延税金負債 860 1,012

退職給付引当金 411,631 420,576

その他 156,216 88,343

固定負債合計 5,111,821 4,715,394

負債合計 12,340,174 12,503,275

純資産の部

株主資本

資本金 4,835,050 4,835,050

資本剰余金 4,725,910 4,725,910

利益剰余金 14,779,287 14,437,124

自己株式 △2,529,286 △2,529,325

株主資本合計 21,810,961 21,468,759

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,471 △22,961

為替換算調整勘定 △344,241 △315,274

その他の包括利益累計額合計 △342,769 △338,235

少数株主持分 24,038 21,404

純資産合計 21,492,229 21,151,928

負債純資産合計 33,832,403 33,655,203
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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１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

売上高 10,052,700 10,333,210

売上原価 7,969,423 8,436,158

売上総利益 2,083,276 1,897,051

販売費及び一般管理費 1,380,249 1,328,744

営業利益 703,026 568,307

営業外収益

受取利息 5,893 8,030

受取配当金 36,259 2,640

為替差益 79,833 113,426

その他 19,890 9,764

営業外収益合計 141,876 133,861

営業外費用

支払利息 14,836 11,639

売上債権売却損 2,887 3,939

複合金融商品評価損 510 7,869

その他 860 252

営業外費用合計 19,094 23,700

経常利益 825,809 678,468

特別利益

投資有価証券売却益 8,465 4,496

投資有価証券償還益 － 5,000

貸倒引当金戻入額 8,151 －

負ののれん発生益 1,027 －

特別利益合計 17,644 9,496

特別損失

固定資産除却損 46 406

投資有価証券売却損 9,987 410

投資有価証券評価損 － 29,408

特別損失合計 10,033 30,226

税金等調整前四半期純利益 833,420 657,738

法人税、住民税及び事業税 363,208 351,433

法人税等調整額 △30,029 △68,742

法人税等合計 333,178 282,690

少数株主損益調整前四半期純利益 500,241 375,047

少数株主利益 1,792 1,610

四半期純利益 498,449 373,437
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（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 500,241 375,047

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39,940 △24,432

為替換算調整勘定 △22,235 29,722

その他の包括利益合計 △62,175 5,290

四半期包括利益 438,066 380,337

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 436,984 377,971

少数株主に係る四半期包括利益 1,081 2,366
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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１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５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 833,420 657,738

減価償却費 31,549 30,731

負ののれん発生益 △1,027 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,151 △3,934

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,652 △102,384

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,575 10,518

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 615 －

受取利息及び受取配当金 △42,152 △10,670

支払利息 14,836 11,639

為替差損益（△は益） 8,689 16,487

固定資産除却損 46 406

投資有価証券売却損益（△は益） 1,521 △4,085

投資有価証券償還損益（△は益） － △5,000

投資有価証券評価損益（△は益） － 29,408

複合金融商品評価損益（△は益） 510 7,869

売上債権の増減額（△は増加） △82,029 143,815

たな卸資産の増減額（△は増加） △669,066 △1,520,769

仕入債務の増減額（△は減少） 821,123 1,068,698

その他 △277,098 165,179

小計 568,709 495,648

利息及び配当金の受取額 43,891 13,060

利息の支払額 △16,810 △16,411

法人税等の支払額 △1,226,149 △550,333

営業活動によるキャッシュ・フロー △630,359 △58,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △15,707 △3,184

無形固定資産の取得による支出 △450 △9,030

有価証券の取得による支出 △499,382 △1,300,255

有価証券の償還による収入 399,856 799,726

投資有価証券の取得による支出 △747,809 △177,165

投資有価証券の償還による収入 － 300,000

投資有価証券の売却による収入 355,030 190,233

子会社株式の取得による支出 △3,500 －

その他 3,341 △998

投資活動によるキャッシュ・フロー △508,619 △200,674

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） △472,927 △527,774

長期借入れによる収入 2,300,000 －

長期借入金の返済による支出 △508,437 △458,546

自己株式の取得による支出 △163,458 △39

配当金の支払額 △543,368 △541,295

少数株主への配当金の支払額 △4,000 △5,000

その他 － △1,236

財務活動によるキャッシュ・フロー 607,808 △1,533,891

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,914 1,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △557,085 △1,791,333

現金及び現金同等物の期首残高 10,238,620 12,061,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,681,535 10,269,851
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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