
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

     

 
       

 
       

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 27,200 △1.4 444 0.4 711 6.5 444 △1.0
24年３月期第１四半期 27,586 8.2 442 0.8 668 10.7 448 47.1

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 183百万円(△42.8％) 24年３月期第１四半期 321百万円( －％)

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３月期第１四半期 21.38 －
24年３月期第１四半期 21.59 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 75,561 36,979 48.8
24年３月期 78,860 37,004 46.8

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 36,910百万円 24年３月期 36,935百万円

２．配当の状況

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 － 10.00 － 10.00 20.00
25年３月期 －

25年３月期(予想) 10.00 － 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 62,500 2.5 1,670 △6.0 2,040 △3.7 1,230 11.3 59.19
通期 127,500 3.2 3,620 3.9 4,350 1.8 2,600 5.3 125.12

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 社（社名） 、除外 社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 21,381,102株 24年３月期 21,381,102株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 601,964株 24年３月期 601,823株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 20,779,207株 24年３月期１Ｑ 20,779,520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、添付資料P.3 「連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧下さい。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、長引く円高や電力供給問題に加え欧州金融危機

や中国経済の減速など企業活動は厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢のなかで当社企業グループは、中国を中心とするアジアでの海外ビジネスを積極的に

推進するとともに、株式会社高木商会と資本業務提携を締結するなど連結シナジーの強化に努め、技術

商社としての市場ニーズに応えるべく取り組んでまいりました。 

その結果、第１四半期連結累計期間の業績は、売上高272億円（前年同期比1.4％減）、営業利益４億

44百万円（前年同期比0.4％増）、経常利益７億11百万円（前年同期比6.5％増）、四半期純利益４億44

百万円（前年同期比1.0％減）となりました。 

  

セグメント別については以下の通りであります。  

  

〔ＦＡシステム事業〕 

売上高:127億43百万円(前年同期比5.8％減)、営業利益:３億38百万円（前年同期比11.4％減） 

ＦＡシステム事業分野は、製造メーカーの海外シフトが加速するなか、自動車関連は堅調に推移した

ものの、半導体や液晶製造装置メーカーの受注減少により、プログラマブルコントローラ、インバー

タ、ＡＣサーボなどの主力製品が減少いたしました。 

  

〔半導体デバイス事業〕 

売上高:108億42百万円(前年同期比3.6％増)、営業利益:２億46百万円（前年同期比6.6％減） 

半導体分野は、エアコン用パワー素子やカーエレクトロニクス関連機器向けにマイコンが伸長いたし

ました。電子デバイス分野は、複写機向けにプリント基板や密着イメージセンサが伸長いたしました。

  

〔情報通信事業〕 

売上高:８億98百万円(前年同期比3.2％増)、営業損失:55百万円（前年同期は68百万円の損失） 

情報通信事業分野は、パソコン及び映像監視セキュリティー用カメラは低調でありましたが、タッチ

パネルが堅調に推移いたしました。 

  

〔施設事業〕 

売上高:20億38百万円(前年同期比6.5％増)、営業損失:54百万円（前年同期は72百万円の損失） 

施設事業分野は、大型建築物件の受注減少によりエレベーターや特高受配電設備が減少いたしました

が、活発な更新需要によりビル用マルチエアコンや店舗用パッケージエアコンなどの冷熱品が好調に推

移いたしました。 

  

〔その他〕 

売上高:６億78百万円(前年同期比15.5％減)、営業損失:30百万円（前年同期は61百万円の損失） 

ソリューション事業分野は、ビル工場設備に関連するソフトエンジニアリングが伸長いたしました。

貿易分野は、取り扱い品種の増加に伴い立体駐車場部材及び船舶向け配管部材が好調に推移いたしま

したが、電子部品材料は、チップコンデンサー用ニッケルペーストが大幅に減少いたしました。 

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
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（注）前第１四半期連結累計期間において報告セグメントとしておりました「ソリューション事業」及び「貿易」

につきましては、当第１四半期連結会計期間においては「その他」の区分に含めております。 

なお、当第１四半期連結累計期間の比較・分析は変更後の区分に基づいております。  

  

上記セグメントの内、海外事業売上高については次の通りであります。 

  

売上高:41億９百万円(前年同期比4.9％減) 

海外事業売上高は、中国経済の減速の影響を受け、日系メーカーを中心にマイコンや専用ＩＣなど

の半導体及びＥＭＳ製品が低調に推移いたしました。 

なお、海外事業売上高比率は15.1％であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、755億61百万円となり前連結会計年度末に比べ32

億98百万円減少いたしました。 

流動資産は、608億21百万円となり前連結会計年度末に比べ54億65百万円減少いたしました。この主

な要因は、現金及び預金の減少28億99百万円と受取手形及び売掛金の減少21億62百万円によるものであ

ります。 

固定資産は、147億39百万円となり前連結会計年度末に比べ21億67百万円増加いたしました。この主

な要因は、投資有価証券の増加21億63百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、385億81百万円となり前連結会計年度末に比べ32

億73百万円減少いたしました。 

流動負債は、356億70百万円となり前連結会計年度末に比べ29億20百万円減少いたしました。この主

な要因は、支払手形及び買掛金の減少35億40百万円と短期借入金の増加11億23百万円によるものであり

ます。 

固定負債は、29億11百万円となり前連結会計年度末に比べ３億53百万円減少いたしました。この主な

要因は、負ののれんの減少１億26百万円と繰延税金負債の減少１億59百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、369億79百万円となり前連結会計年度末に比べ

25百万円減少いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加２億36百万円とその他有価証券評価差

額金の減少３億58百万円、為替換算調整勘定の増加１億２百万円によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績見通しにつきましては、平成24年５月11日に公表いたしまし

た業績予想を据え置いております。 

  

（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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 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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 14,870 11,971

受取手形及び売掛金 39,429 37,266

有価証券 180 197

たな卸資産 9,560 9,807

その他 2,310 1,629

貸倒引当金 △63 △50

流動資産合計 66,287 60,821

固定資産   

有形固定資産 3,640 3,604

無形固定資産 277 311

投資その他の資産   

投資有価証券 7,946 10,109

その他 732 737

貸倒引当金 △23 △22

投資その他の資産合計 8,654 10,823

固定資産合計 12,572 14,739

資産合計 78,860 75,561

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,110 29,570

短期借入金 2,028 3,151

未払法人税等 573 260

賞与引当金 849 369

その他 2,028 2,318

流動負債合計 38,590 35,670

固定負債   

長期借入金 884 817

退職給付引当金 646 645

負ののれん 1,378 1,252

その他 354 195

固定負債合計 3,264 2,911

負債合計 41,855 38,581
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,692 5,692

資本剰余金 5,571 5,571

利益剰余金 26,059 26,296

自己株式 △496 △496

株主資本合計 36,827 37,063

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 634 276

繰延ヘッジ損益 4 △1

為替換算調整勘定 △531 △428

その他の包括利益累計額合計 108 △153

少数株主持分 69 69

純資産合計 37,004 36,979

負債純資産合計 78,860 75,561
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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 27,586 27,200

売上原価 24,112 23,701

売上総利益 3,473 3,499

販売費及び一般管理費 3,030 3,054

営業利益 442 444

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 65 66

負ののれん償却額 126 126

為替差益 18 24

持分法による投資利益 － 15

その他 73 82

営業外収益合計 291 323

営業外費用   

支払利息 10 10

売上割引 41 39

その他 14 6

営業外費用合計 66 56

経常利益 668 711

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 3 2

減損損失 3 －

特別損失合計 7 3

税金等調整前四半期純利益 661 708

法人税等 211 263

少数株主損益調整前四半期純利益 449 445

少数株主利益 1 0

四半期純利益 448 444
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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 449 445

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △161 △358

繰延ヘッジ損益 △1 △5

為替換算調整勘定 33 102

その他の包括利益合計 △128 △261

四半期包括利益 321 183

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 319 182

少数株主に係る四半期包括利益 1 0
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該当事項はありません。 

  

１．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 

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） 

 
（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ソリューション事業」及び「貿

易」を含んでおります。 

  

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） 

 
（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ソリューション事業」及び「貿

易」を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 前第１四半期連結累計期間において報告セグメントとしておりました「ソリューション事業」及び

「貿易」につきましては、当第１四半期連結会計期間においては、金額的重要性が乏しいため「その

他」の区分に含めております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成

したものを開示しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業

情報通信
事業

施設事業 計

売上高

外部顧客への売上高 13,530 10,468 870 1,914 26,782 803 27,586 － 27,586

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － － －

計 13,530 10,468 870 1,914 26,782 803 27,586 － 27,586

セグメント利益又は損失(△) 

(営業利益又は営業損失(△))
382 263 △68 △72 504 △61 442 － 442

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業

情報通信
事業

施設事業 計

売上高

外部顧客への売上高 12,743 10,842 898 2,038 26,522 678 27,200 － 27,200

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － － －

計 12,743 10,842 898 2,038 26,522 678 27,200 － 27,200

セグメント利益又は損失(△) 

(営業利益又は営業損失(△))
338 246 △55 △54 475 △30 444 － 444
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  ＜参考情報＞ 

    ご参考までに、地域ごとの売上高は、以下の通りであります。 

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） 

 
  

該当事項はありません。 

  

連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 

当第１四半期連結会計期間より、株式の取得により㈱高木商会を新たに持分法適用の範囲に含めて

おります。 

  

  

  

  

  

(単位：百万円)

日本 アジア その他 合計

23,756 3,818 11 27,586

(単位：百万円)

日本 アジア その他 合計

23,574 3,618 8 27,200

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）その他の注記事項
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