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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(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 ％

25年3月期第1四半期 2,357 △10.0 △65 ― △64 ― △65 ―
24年3月期第1四半期 2,619 △5.4 2 △71.8 2 △84.4 2 ―

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 △21.14 ―
24年3月期第1四半期 0.65 ―

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 4,637 2,828 61.0 911.66
24年3月期 4,626 2,922 63.2 938.27
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,828百万円 24年3月期  2,922百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（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) 5,000 △10.1 10 2.7 5 8.1 2 △95.3 0.64
通期 10,500 0.8 50 ― 40 ― 30 ― 9.63



(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） 

※  注記事項

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 3,230,000 株 24年3月期 3,230,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 126,944 株 24年3月期 114,744 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,112,282 株 24年3月期1Q 3,174,811 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞からは緩やかな回復が見られる

ものの、円高の長期化に加え欧州債務危機による海外経済低迷の影響などにより、景気の先行きは依然として不透

明な状況で推移いたしました。 

このような状況の下、当社といたしましては親会社である加賀電子株式会社との取扱製品及び販売市場の補完

関係を 大限に活かし、新規ビジネスの発掘、新規商権の拡販に努めてまいりました。また、当期より従来の地域

別の体制から、販売分野別組織に事業体制を一新いたしました。この組織改革により、今後国内での成長市場（大

手産業機器、メディカル、ヘルスケア、モジュール、車載、コア・マーケット）に注力し、営業力の強化及びWEB

取引システムなどにより新規顧客の拡大などを進め、当社の基盤となる売上の確保を図ります。また、次なる成長

領域（カメラモジュール、CMOSイメージセンサ等）についても、早期の売上拡大に努めております。 

これらの活動の結果、コンシューマ分野では、主にスマートフォン向けの半導体販売が伸長し、売上高は前年

同期対比で増加いたしました。しかしながらインダストリー分野では、分析器、計測器等の客先在庫調整が長期化

し、本格回復が遅れており、売上高は前年同期対比で減少いたしました。 

利益面につきましては、前期に引き続いて人件費や活動費等様々な経費削減の努力をしてまいりましたが、比

較的付加価値の高いインダストリー分野での売上高落ち込みの影響が大きく、営業損失、経常損失及び四半期純損

失を計上することとなりました。 

以上により、当第１四半期累計期間の業績につきましては、売上高23億57百万円（前年同四半期比10.0％

減）、営業損失65百万円（前年同四半期は営業利益2百万円）、経常損失は64百万円（前年同四半期は経常利益2百

万円）、四半期純損失は65百万円（前年同四半期は四半期純利益2百万円）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

  当第１四半期会計期間末における流動資産は44億61百万円となり、前事業年度末に比べ11百万円増加いたしまし

た。これは主に商品及び製品が１億95百万円増加し、受取手形及び売掛金が１億38百万円減少したことによるもの

であります。固定資産は１億75百万円となり、前事業年度末に比べ０百万円減少いたしました。これは主に投資そ

の他の資産が２百万円増加し、無形固定資産が２百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、46億37百万円となり、前事業年度末に比べ11百万円増加いたしました。  

（負債） 

  当第１四半期会計期間末における流動負債は16億90百万円となり、前事業年度末に比べ１億円増加いたしまし

た。これは主に短期借入金が１億27百万円増加し、買掛金が14百万円減少したことによるものであります。固定負

債は１億17百万円となり、前事業年度末に比べ４百万円増加いたしました。これは主に退職給付引当金が２百万

円、役員退職慰労引当金が２百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は18億８百万円となり、前事業年度末に比べ１億５百万円増加いたしました。  

（純資産） 

  当第１四半期会計期間末における純資産は28億28百万円となり、前事業年度末に比べ94百万円減少いたしまし

た。これは主に四半期純損失65百万円及び剰余金の配当21百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は61.0%（前事業年度末は63.2%）となりました。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成24年４月27日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期累

計期間及び通期の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）四半期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。 

（２）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と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 365,765 375,874

受取手形及び売掛金 2,997,621 2,858,819

商品及び製品 977,600 1,173,357

その他 113,975 57,908

貸倒引当金 △5,386 △4,416

流動資産合計 4,449,576 4,461,544

固定資産   

有形固定資産 12,332 11,348

無形固定資産 51,753 49,184

投資その他の資産 112,634 115,283

固定資産合計 176,720 175,816

資産合計 4,626,297 4,637,361

負債の部   

流動負債   

買掛金 686,177 671,525

短期借入金 754,352 881,694

未払法人税等 6,500 2,111

賞与引当金 12,170 3,086

その他 131,306 132,462

流動負債合計 1,590,508 1,690,879

固定負債   

退職給付引当金 72,425 74,652

役員退職慰労引当金 28,047 30,261

資産除去債務 6,027 6,057

その他 6,348 6,571

固定負債合計 112,848 117,542

負債合計 1,703,356 1,808,422

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,330 560,330

資本剰余金 775,804 775,804

利益剰余金 1,622,811 1,535,224

自己株式 △34,851 △38,577

株主資本合計 2,924,095 2,832,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,422 △3,749

繰延ヘッジ損益 268 △92

評価・換算差額等合計 △1,154 △3,842

純資産合計 2,922,941 2,828,938

負債純資産合計 4,626,297 4,637,361
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,619,428 2,357,482

売上原価 2,276,566 2,118,495

売上総利益 342,861 238,987

販売費及び一般管理費 340,011 304,221

営業利益又は営業損失（△） 2,849 △65,233

営業外収益   

受取利息 18 7

受取配当金 279 291

為替差益 2,700 2,466

その他 300 197

営業外収益合計 3,299 2,963

営業外費用   

支払利息 1,938 1,285

債権売却損 154 －

支払手数料 500 500

その他 558 522

営業外費用合計 3,151 2,307

経常利益又は経常損失（△） 2,997 △64,577

特別損失   

固定資産除却損 － 10

特別損失合計 － 10

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 2,997 △64,588

法人税、住民税及び事業税 945 1,211

法人税等調整額 △20 △18

法人税等合計 925 1,192

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,071 △65,780
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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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