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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 35,931 16.3 208 △49.2 339 1.1 281 △62.0

24年3月期第1四半期 30,900 △10.0 410 △69.6 335 △76.0 740 △11.2

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 559百万円 （△32.5％） 24年3月期第1四半期 829百万円 （△6.7％）

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3月期第1四半期 17.41 ―

24年3月期第1四半期 45.79 ―

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

25年3月期第1四半期 76,336 40,919 53.6 2,530.02
24年3月期 67,687 40,764 60.2 2,520.42

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  40,919百万円 24年3月期  40,764百万円

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

24年3月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 20.00 ― 25.00 45.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 72,000 4.4 1,990 37.7 2,050 57.0 1,380 △0.9 85.32
通期 160,000 15.6 5,050 24.1 5,200 24.6 3,500 12.9 216.40



(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 

(注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P3 「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続き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 
1.平成24年４月25日の「平成24年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありませ
ん。 
2.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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。 

※  注記事項

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   ：  有

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） 25年3月期1Q 16,174,000 株 24年3月期 16,174,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 270 株 24年3月期 270 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 16,173,730 株 24年3月期1Q 16,173,739 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

１．連結経営成績 

  当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政問題により、景気の先行きが依然として不透明な状

況で推移いたしました。また、国内経済も、東日本大震災の復興需要を背景とした回復の兆しがみられるものの、

電力の安定供給への懸念、消費税論議にともなう消費マインドの低下など、経済活動の本格的な回復の妨げになる

要因の顕在化で弱含みに推移いたしました。 

 エレクトロニクス業界においても、ここ数年市場を牽引してきた中国・インドを始めとするアジア諸国の景気減

速懸念などから、商材によって好不調の波が明確になってまいりました。車載向け分野やスマートフォン、タブレ

ット型端末などの通信・情報機器分野においては、比較的堅調に推移したものの、テレビ・ブルーレイレコーダー

やＰＣなどのデジタルコンシューマ製品や情報機器などは、依然市場環境の厳しさが継続しております。 

 このような環境の中、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、前年同期比16.3％増の359

億31百万円となりました。 

 利益面では、前年同期比で増収であったものの、相対的に利益率の低い製品販売が伸長したことにより粗利率が

低下したため、売上総利益は、同3.2％増の30億99百万円にとどまりました。営業利益は、販売費及び一般管理費

が増加したこともあり、同49.2％減の２億８百万円となりました。経常利益は、為替差益の発生により、同1.1％

増の３億39百万円となりました。 

  四半期純利益は前期に厚生年金基金代行返上益があったことにより、同62.0%減の２億81百万円となりました。 

  

２．セグメント業績 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

①本社 

  本社におきましては、デジタルカメラ向けCMOSセンサーやＰＣ周辺機器の外付けハードディスクの販売が好調で

あったことにより、売上高は239億74百万円（前年同期比30.7％増）となりました。セグメント利益は、販売費及

び一般管理費の増加により、１億74百万円（同38.9減）となりました。 

  

②ASEAN（東南アジア地区） 

  ASEANにおきましては、フラットテレビやブルーレイレコーダー等、デジタルコンシューマ製品向けの販売が大

きく落ち込んだことにより、売上高は35億47百万円（前年同期比29.1％減）、セグメント損失は、９百万円（前年

同期は25百万円の利益）となりました。 

  

③GCHINA（Greater China、中国・香港・台湾地区） 

  GCHINAにおきましては、携帯ゲーム機器向けの販売が立ち上がったこともあり、売上高は72億80百万円（前年同

期比11.9％増）、セグメント利益は、77百万円（同34.8％増）となりました。 

  

④その他 

  その他におきましては、複写機向けの調達代行ビジネスが減少しましたが、北米での車載向け電子部品販売が伸

びたことから、売上高は11億27百万円（前年同期比7.3％増）、セグメント利益は、13百万円（同29.7%増）となり

ました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は763億36百万円となり、前連結会計年度末と比べ86億48百万円の

増加となりました。これは主に、商品が85億77百万円増加したことによるものであります。 

 負債は354億16百万円となり、前連結会計年度末と比べ84億93百万円の増加となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金が88億23百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は409億19百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億55百万円の増加となりました。これは主に、為替

換算調整勘定が２億78百万円増加したことによるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成24年４月25日の「平成24年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」で公表い

たしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,978 1,290

受取手形及び売掛金 41,015 41,471

商品 13,636 22,213

繰延税金資産 615 557

その他 2,203 2,554

貸倒引当金 △56 △47

流動資産合計 59,392 68,040

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 316 303

工具、器具及び備品（純額） 108 120

その他（純額） 11 12

有形固定資産合計 436 436

無形固定資産   

その他 1,297 1,206

無形固定資産合計 1,297 1,206

投資その他の資産   

投資有価証券 5,070 5,096

繰延税金資産 615 639

その他 881 924

貸倒引当金 △6 △7

投資その他の資産合計 6,561 6,652

固定資産合計 8,295 8,296

資産合計 67,687 76,336
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,696 16,520

短期借入金 12,499 13,705

未払法人税等 873 81

賞与引当金 668 439

その他 2,878 2,329

流動負債合計 24,615 33,077

固定負債   

繰延税金負債 － 0

退職給付引当金 1,718 1,774

補償損失引当金 289 289

資産除去債務 121 122

その他 178 153

固定負債合計 2,307 2,339

負債合計 26,923 35,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,251 5,251

資本剰余金 4,767 4,767

利益剰余金 32,470 32,347

自己株式 △0 △0

株主資本合計 42,488 42,366

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3 △7

繰延ヘッジ損益 △4 △0

為替換算調整勘定 △1,715 △1,437

その他の包括利益累計額合計 △1,724 △1,446

純資産合計 40,764 40,919

負債純資産合計 67,687 76,336
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 30,900 35,931

売上原価 27,896 32,832

売上総利益 3,004 3,099

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 919 948

賞与引当金繰入額 253 416

退職給付費用 70 80

賃借料 215 207

その他 1,134 1,238

販売費及び一般管理費合計 2,593 2,890

営業利益 410 208

営業外収益   

受取利息 0 0

為替差益 － 47

持分法による投資利益 134 117

その他 13 7

営業外収益合計 148 172

営業外費用   

支払利息 15 15

売上割引 6 24

為替差損 193 －

その他 7 0

営業外費用合計 223 41

経常利益 335 339

特別利益   

厚生年金基金代行返上益 766 －

その他 14 －

特別利益合計 780 －

特別損失   

固定資産除却損 0 －

ゴルフ会員権評価損 － 3

特別損失合計 0 3

税金等調整前四半期純利益 1,116 336

法人税、住民税及び事業税 6 19

法人税等調整額 369 34

法人税等合計 376 54

少数株主損益調整前四半期純利益 740 281

四半期純利益 740 281
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 740 281

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 76 250

持分法適用会社に対する持分相当額 12 27

その他の包括利益合計 88 277

四半期包括利益 829 559

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 829 559
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないTOMEN ELECTRONICS AMERICA,INC.及び株式会社ピーピ

ーエルの事業活動であります。 

２．セグメント利益の調整額31百万円は、主にセグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

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  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれないTOMEN ELECTRONICS AMERICA,INC.及び株式会社ピーピ

ーエルの事業活動であります。 

２．セグメント利益の調整額(47)百万円は、主にセグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント
その他
（注）１ 
（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
（注）２ 
（百万円）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 
（百万円）

本社 
（百万円） 

ASEAN 
（百万円）

GCHINA 
（百万円）

計
（百万円）

売上高    

外部顧客への売上高  18,340  5,004  6,505  29,849  1,051  30,900  －  30,900

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 4,895  365  357  5,618  204  5,822  (5,822)  －

計  23,236  5,369  6,862  35,467  1,256  36,723  (5,822)  30,900

 セグメント利益  285  25  57  368  10  379  31  410

  

報告セグメント
その他
（注）１ 
（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
（注）２ 
（百万円）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 
（百万円）

本社 
（百万円） 

ASEAN 
（百万円）

GCHINA 
（百万円）

計
（百万円）

売上高     

外部顧客への売上高  23,974  3,547  7,280  34,803  1,127  35,931  －  35,931

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 4,490  228  358  5,078  153  5,232  (5,232)  －

計  28,465  3,776  7,639  39,881  1,281  41,163  (5,232)  35,931

セグメント利益又は 

損失 
 174  (9)  77  242  13  256  (47)  208
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