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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 40,702 7.2 762 13.2 821 11.0 610 19.0
24年3月期第2四半期 37,971 △6.3 673 △32.6 740 △29.4 513 0.7

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 430百万円 （46.7％） 24年3月期第2四半期 293百万円 （74.7％）

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2四半期 31.67 ―
24年3月期第2四半期 26.63 ―

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2四半期 54,406 34,212 61.9 1,746.76
24年3月期 54,503 33,939 61.3 1,733.68
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  33,668百万円 24年3月期  33,417百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
25年3月期 ― 8.00
25年3月期（予想） ― 10.00 18.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 84,000 6.8 2,000 28.8 2,000 21.3 1,200 6.4 62.26



(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Ｐ．３「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。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、四半期
決算短信（添付資料）Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  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2Q 20,036,400 株 24年3月期 20,036,400 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 761,490 株 24年3月期 761,116 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 19,275,078 株 24年3月期2Q 19,268,801 株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済が回復基調にあるものの、欧州においては

信用不安が継続し、中国においても景気減速傾向がより鮮明となりました。 

 わが国経済は、引き続き復興需要に支えられるかたちで底堅く推移したものの、前連結会計年度の急

速な回復と比較すると一服状態にあります。また、足元は内需に支えられた一方で、世界経済の減速か

ら外需が低迷すると共に、円高が継続したことにより、全体として伸び悩む結果となりました。 

 このような状況の中、当社グループは前連結会計年度において事業本部制組織へ移行し、国内外の連

携を一層強化すると共に、各事業分野への積極的な増拡販活動を行ったことにより、情報通信関連事業

においてユーザーの海外調達シフトによる販売の減少があったものの、自動車関連事業において東日本

大震災後の需要減少からの回復により販売が増加し、住建・住設関連事業において太陽光発電関連部品

の販売が増加いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は40,702百万円と前年同期比2,731百万円の増収とな

りました。利益面では、営業利益は762百万円と前年同期比89百万円の増益、経常利益は821百万円と前

年同期比81百万円の増益、四半期純利益は610百万円と前年同期比97百万円の増益となりました。 

  

当第２四半期末における資産合計は、主に商品在庫が増加した一方で受取手形及び売掛金等が減少し

たことにより、前連結会計年度末に比べて97百万円減の54,406百万円となりました。 

また負債合計は、主に未払法人税等が減少したことにより前連結会計年度末に比べて370百万円減の

20,193百万円となりました。純資産合計は、主に利益剰余金が増加したことにより前連結会計年度末に

比べて273百万円増の34,212百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間は、受注販売が好調に推移したことにより、売上高はおおむね予想通りと

なったものの、営業所の統廃合等組織再編に伴う一時的経費負担の増加、及び商品調達価格の上昇が重

しとなり、予想に比べて各段階利益は低い水準となりました。こうした上期業績の推移並びに需要環境

の悪化から、下期は引き続き厳しい状況となると判断いたしました。 

こうした状況を踏まえ、前回発表の通期連結業績予想（平成24年５月10日公表）を修正いたします。

  

 

   
（注）上記の予想は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、潜在的なリス

クや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は今後の様々な要因により異なる可能性が

あります。 

  

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

 平成25年３月期の連結業績予想数値（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

前回発表予想（Ａ）
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

86,000 2,700 2,800 1,700 88.20 

今回修正予想（Ｂ）
84,000 2,000 2,000 1,200 62.26

増 減 額（Ｂ－Ａ）
△2,000 △700 △800 △500

増 減 率（ ％ ） △2.3 △25.9 △28.6 △29.4

（ご参考）前期連結実績

（平成24年３月期） 78,644 1,552 1,648 1,127 58.51
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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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。なお、これによる当第２四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。 

  

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

（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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,776 2,878

受取手形及び売掛金 28,640 28,091

有価証券 278 155

商品及び製品 6,839 7,479

仕掛品 162 181

原材料及び貯蔵品 160 129

その他 1,219 1,533

貸倒引当金 △54 △54

流動資産合計 40,023 40,393

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,204 6,013

土地 4,316 4,312

建設仮勘定 103 90

その他（純額） 1,140 1,146

有形固定資産合計 11,765 11,562

無形固定資産 885 775

投資その他の資産   

投資有価証券 1,049 889

その他 879 898

貸倒引当金 △99 △114

投資その他の資産合計 1,829 1,673

固定資産合計 14,479 14,012

資産合計 54,503 54,406

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,862 12,179

短期借入金 5,735 5,136

未払法人税等 523 146

賞与引当金 550 591

その他 1,438 1,345

流動負債合計 20,109 19,399

固定負債   

長期借入金 － 300

退職給付引当金 52 98

役員退職慰労引当金 149 171

資産除去債務 150 129

その他 101 94

固定負債合計 453 794

負債合計 20,563 20,193
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,137 5,137

利益剰余金 25,371 25,827

自己株式 △548 △548

株主資本合計 34,962 35,418

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 272 173

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △1,818 △1,922

その他の包括利益累計額合計 △1,544 △1,749

少数株主持分 522 544

純資産合計 33,939 34,212

負債純資産合計 54,503 54,406
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(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書 
第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 37,971 40,702

売上原価 30,720 33,132

売上総利益 7,251 7,570

販売費及び一般管理費 6,577 6,807

営業利益 673 762

営業外収益   

受取利息 8 9

受取配当金 6 9

仕入割引 54 53

その他 121 104

営業外収益合計 191 176

営業外費用   

支払利息 21 23

売上割引 5 4

為替差損 59 12

貸倒引当金繰入額 1 4

その他 36 73

営業外費用合計 124 118

経常利益 740 821

特別損失   

減損損失 10 －

特別損失合計 10 －

税金等調整前四半期純利益 729 821

法人税、住民税及び事業税 180 218

法人税等調整額 △8 △24

法人税等合計 171 194

少数株主損益調整前四半期純利益 558 627

少数株主利益 45 16

四半期純利益 513 610

少数株主利益 45 16

少数株主損益調整前四半期純利益 558 627

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △53 △98

繰延ヘッジ損益 △2 △1

為替換算調整勘定 △208 △96

その他の包括利益合計 △265 △197

四半期包括利益 293 430

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 258 406

少数株主に係る四半期包括利益 34 24
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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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