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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 1,491 △64.4 △123 ― △147 ― 181 ―
24年3月期第1四半期 4,190 △21.0 53 △39.8 42 △48.6 12 △74.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 151百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △6百万円 （―％）

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 37.91 ―
24年3月期第1四半期 2.55 ―

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 6,860 4,331 63.1 906.48
24年3月期 8,632 4,204 48.7 879.86
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,331百万円 24年3月期  4,204百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

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) 4,000 △56.6 △156 ― △170 ― 156 149.9 32.64
通期 10,500 △35.3 50 △59.9 30 △69.7 348 387.2 72.82



(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）詳細は、【添付資料】の３ページ「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・会計上の見積りの変更・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 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続き対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸
表の監査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 
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。 

※  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 5,158,230 株 24年3月期 5,158,230 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 379,482 株 24年3月期 379,482 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,778,748 株 24年3月期1Q 4,778,748 株
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当第１四半期連結会計期間における経済環境は、国内においては、東日本大震災の影響による落ち込

みから徐々に回復し、震災復興やエコカー補助金による政策効果により、企業活動の一部で回復の兆し

が見られました。しかしながら、海外においては、欧州の債務問題の継続や、米国における雇用や消費

の低迷などから円高傾向が継続し、依然として不透明な状態を脱することができませんでした。 

 当社グループが属する半導体及び半導体関連電子機器市場については、懸念材料を抱えながらも、復

旧・復興に伴う産業機器、自動車、環境・エコロジー関連製品等の需要や、新しい通信メディア（スマ

ートフォン、タブレットＰＣ等）の普及等により特定分野において活況を見せた一方で、円高、欧州金

融危機、新興国経済の鈍化等から、弱含みで推移しました。  

このような状況下、当社グループは、「選択と集中」を第一義とし、既存ビジネスの拡大に向けた

「顧客密着型営業」を徹底し、収益の柱とするよう推進してまいりました。 

 また、当社が得意とするアナログ半導体を軸にISSI社との販売代理店契約締結や機構部品の取扱い

等、将来の利益獲得に向けた新規ビジネス及び新規商材への積極的なチャレンジを全社を挙げて行って

まいりました。 

 前年同期比較においては、当連結会計年度における当社グループのビジネス環境は、売上規模は一時

的に減少となったものの、手元資金の増加、自己資本比率の改善等バランスシート及びキャッシュフロ

ーは大幅に改善され、伸長ビジネスへの積極投資を可能としております。 

 また、既成概念に囚われることなく新規商材の開拓、積極的な商流獲得により、自動車機器分野での

新規ビジネスの立ち上げを実現することができました。 

 この結果、当第１四半期累計期間の売上高は、14億91百万円（前期同期比64.4％減）となりました。

 損益につきましては、営業損失1億23百万円（前年同期における営業利益は53百万円）、経常損失1億

47百万円（前年同期における経常利益は42百万円）、四半期純利益は、事業譲渡による特別利益および

事業の再構築費用の発生により1億81百万円（前年同期における四半期純利益は12百万円）となりまし

た。  

 売上高をアプリケーション分野別に見ますと、民生機器では家庭用ゲーム機器向けが生産調整等によ

り、情報通信機器ではＴＶ需要減退に伴う関連製品の低迷により、売上高が大きく減少しました。産業

機器、自動車機器においては、東日本大震災の復旧・復興需要、エコカー補助金による需要増により、

前年同期を下回ったものの堅調に推移しました。 

  

総資産は、現金及び預金等の増加があったものの、売上債権、たな卸資産等の減少により、前連結会

計年度末と比較し、17億71百万円減少し、68億60百万円となりました。 

 負債は、短期借入金等の減少により、前連結会計年度末と比較し、18億98百万円減少し、25億29百万

円となりました。 

 純資産は、43億31百万円となり、自己資本比率は63.1％となりました。 

  

平成25年度３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月10日に公表いたしました連結業績予

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

（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。  

  

（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。 

 なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

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

（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 
(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 1,670,336 2,245,561

受取手形及び売掛金 3,663,607 1,876,920

商品 2,689,200 2,117,739

その他 185,224 212,874

貸倒引当金 △3,538 △3,353

流動資産合計 8,204,831 6,449,742

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,684 1,684

その他（純額） 14,175 14,158

有形固定資産合計 15,860 15,843

無形固定資産   

ソフトウエア 18,506 15,081

その他 5,168 5,168

無形固定資産合計 23,675 20,250

投資その他の資産   

投資有価証券 94,920 91,002

敷金及び保証金 97,806 89,162

投資不動産（純額） 194,251 193,877

その他 2,445 2,102

貸倒引当金 △1,200 △1,110

投資その他の資産合計 388,224 375,034

固定資産合計 427,760 411,128

資産合計 8,632,591 6,860,870

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 550,707 512,153

短期借入金 3,132,294 1,331,705

1年内返済予定の長期借入金 120,000 90,000

未払法人税等 12,855 5,388

賞与引当金 34,945 46,322

その他 141,492 112,611

流動負債合計 3,992,295 2,098,181

固定負債   

長期借入金 410,000 410,000

負ののれん 10,446 8,705

その他 15,205 12,126

固定負債合計 435,652 430,832

負債合計 4,427,948 2,529,014
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（単位：千円）

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 1,051,740 1,051,740

資本剰余金 1,439,295 1,439,295

利益剰余金 1,940,931 2,098,212

自己株式 △106,223 △106,223

株主資本合計 4,325,743 4,483,025

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,298 3,844

為替換算調整勘定 △128,399 △155,013

その他の包括利益累計額合計 △121,100 △151,168

純資産合計 4,204,643 4,331,856

負債純資産合計 8,632,591 6,860,870
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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 4,190,047 1,491,418

売上原価 3,672,365 1,312,356

売上総利益 517,681 179,062

販売費及び一般管理費 464,433 303,056

営業利益又は営業損失（△） 53,248 △123,994

営業外収益   

受取利息 22 113

受取配当金 389 273

投資不動産賃貸料 2,200 2,250

負ののれん償却額 1,741 1,741

その他 632 136

営業外収益合計 4,986 4,514

営業外費用   

支払利息 12,545 10,872

為替差損 94 16,044

その他 3,417 1,577

営業外費用合計 16,058 28,494

経常利益又は経常損失（△） 42,176 △147,974

特別利益   

事業譲渡益 － 331,177

特別利益合計 － 331,177

特別損失   

投資有価証券評価損 23,294 －

特別損失合計 23,294 －

税金等調整前四半期純利益 18,881 183,203

法人税、住民税及び事業税 7,239 3,208

法人税等調整額 △531 △1,179

法人税等合計 6,708 2,028

少数株主損益調整前四半期純利益 12,173 181,174

四半期純利益 12,173 181,174
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   四半期包括利益計算書 
    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 12,173 181,174

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,035 △3,454

為替換算調整勘定 △20,284 △26,613

その他の包括利益合計 △18,248 △30,068

四半期包括利益 △6,074 151,106

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,074 151,106

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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