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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年3月21日～平成24年9月20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2四半期 4,618 △5.4 △36 ― 7 △62.6 △3 ―
24年3月期第2四半期 4,880 8.3 △24 ― 21 ― 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2四半期 △0.71 ―
24年3月期第2四半期 0.59 ―

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 5,163 1,933 37.4 441.25
24年3月期 5,466 1,939 35.5 442.61
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,933百万円 24年3月期  1,939百万円

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 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年３月21日～平成25年３月20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  ：  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

通期 10,000 △2.4 △20 ― 65 16.8 20 372.5 4.57



(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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 4,411,000 株 24年3月期 4,411,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 30,045 株 24年3月期 28,767 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,381,382 株 24年3月期2Q 4,384,058 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すが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対す
るレビューを実施中であります。 

※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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想に関する事項については２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に、その関連需要などから国内

景気は緩やかながら回復の動きが見られたものの、欧州債務危機による金融不安や円高問題の他、今夏の電力供給

懸念等により、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

 電設資材卸売業界におきましても、ＬＥＤ照明等の省エネ関連商材に活況が見られるものの、全体的には設備投

資が本格的回復に至らず厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中、当社においては４月に展示即売会「AIKOフェスタ2012」を実施致したものの、景気の停滞

等の影響を受け、当初の販売計画を下回ったことから、当第２四半期累計期間における売上高は4,618百万円（前

年同期比5.4％減）と低調に推移いたしました。 

 利益面につきましては、貸倒引当金繰入の減少により、販売費及び一般管理費の総額は753百万円（前年同期比

8.3％減）と前年同期に比べ減少したものの、売上減ならびに競争激化による利益率の低下の影響により、営業損

失36百万円（前年同期は営業損失24百万円）、経常利益7百万円（前年同期比62.6％減）となりました。四半期純

損失については投資有価証券の売却損13百万円の計上により3百万円（前年同期は四半期純利益2百万円）となりま

した。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

 当第２四半期会計期間末の総資産は5,163百万円となり、前事業年度末に比べ302百万円減少いたしました。流動

資産は4,120百万円となり、前事業年度末に比べ276百万円減少しております。主な要因は現金及び預金の増加と、

売上債権の減少による差額です。固定資産は1,043百万円となり、前事業年度末に比べ26百万円減少いたしまし

た。主な要因は投資有価証券の売却による減少であります。 

 当第２四半期会計期間末の負債合計は3,230百万円となり、前事業年度末に比べ296百万円減少いたしました。流

動負債は仕入債務等の減少により3,029百万円となり、前事業年度末に比べ298百万円減少しております。固定負債

は前事業年度末に比べ2百万円増加いたしました。 

 これらにより当第２四半期会計期間末の純資産の部は1,933百万円となり、前事業年度末と比べ6百万円減少いた

しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べて668百

万円増加し、1,277百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は669百万円（前年同期は222百万円の増加）となりました。これは主に売上債権の

回収によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果増加した資金は12百万円（前年同期は0百万円の減少）となりました。これは主に投資有価証券

の売却収入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は13百万円（前年同期は113百万円の減少）となりました。これは主に配当金の支

払いによるものであります。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期（平成24年３月21日～平成25年３月20日）の通期業績予想につきましては、平成24年５月１日公

表の業績予想から修正しております。詳細につきましては平成24年10月18日公表の「業績予想および配当予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。   

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 

 該当事項はありません。  

   

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

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20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 608,720 1,277,502

受取手形 1,662,470 1,238,149

売掛金 1,753,461 1,273,582

商品 285,624 273,363

その他 125,026 87,445

貸倒引当金 △38,757 △29,681

流動資産合計 4,396,547 4,120,362

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 220,721 213,345

土地 415,040 415,040

その他（純額） 42,008 34,801

有形固定資産合計 677,770 663,186

無形固定資産 40,546 37,178

投資その他の資産   

投資有価証券 51,583 37,322

その他 407,565 418,322

貸倒引当金 △107,657 △112,709

投資その他の資産合計 351,490 342,935

固定資産合計 1,069,808 1,043,300

資産合計 5,466,355 5,163,663
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 430,604 420,474

買掛金 846,053 629,257

短期借入金 1,800,000 1,800,000

賞与引当金 66,006 24,000

その他 185,542 155,669

流動負債合計 3,328,205 3,029,401

固定負債   

退職給付引当金 137,280 142,253

役員退職慰労引当金 61,269 58,921

固定負債合計 198,550 201,174

負債合計 3,526,756 3,230,576

純資産の部   

株主資本   

資本金 611,650 611,650

資本剰余金 691,950 691,950

利益剰余金 650,575 634,318

自己株式 △8,891 △9,178

株主資本合計 1,945,284 1,928,740

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,684 4,347

評価・換算差額等合計 △5,684 4,347

純資産合計 1,939,599 1,933,087

負債純資産合計 5,466,355 5,163,663
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

売上高 4,880,549 4,618,751

売上原価 4,082,872 3,901,104

売上総利益 797,677 717,647

販売費及び一般管理費 822,391 753,914

営業損失（△） △24,714 △36,267

営業外収益   

仕入割引 57,892 54,543

その他 6,460 7,569

営業外収益合計 64,352 62,112

営業外費用   

支払利息 4,046 4,628

売上割引 14,344 11,873

その他 97 1,433

営業外費用合計 18,488 17,934

経常利益 21,150 7,910

特別損失   

投資有価証券売却損 － 13,977

ゴルフ会員権評価損 1,758 －

特別損失合計 1,758 13,977

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 19,391 △6,066

法人税、住民税及び事業税 10,112 4,195

法人税等調整額 6,686 △7,152

法人税等合計 16,798 △2,956

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,592 △3,110
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

19,391 △6,066

減価償却費 15,221 20,993

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,921 4,972

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,345 △2,348

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,674 △4,024

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △42,006

受取利息及び受取配当金 △2,517 △1,891

支払利息 4,046 4,628

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 13,977

ゴルフ会員権評価損 1,758 －

売上債権の増減額（△は増加） 552,549 904,200

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,803 12,260

前払費用の増減額（△は増加） △2,554 △697

未収入金の増減額（△は増加） 7,242 33,412

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,942 1,726

破産更生債権等の増減額（△は増加） △54,381 △8,634

仕入債務の増減額（△は減少） △212,625 △226,874

未払金の増減額（△は減少） 4,970 853

未払費用の増減額（△は減少） △1,800 △5,040

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,082 3,024

預り金の増減額（△は減少） 812 161

その他 3,381 △6,063

小計 292,492 696,564

利息及び配当金の受取額 2,516 1,954

利息の支払額 △3,895 △4,665

法人税等の支払額 △68,654 △24,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 222,458 669,293

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,338 △4,058

無形固定資産の取得による支出 △1,770 △1,382

投資有価証券の売却による収入 － 16,022

投資有価証券の取得による支出 △174 △161

関係会社株式の売却による収入 2,500 －

貸付金の回収による収入 1,755 1,571

その他 46 956

投資活動によるキャッシュ・フロー △980 12,947

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 －

自己株式の取得による支出 △29 △287

配当金の支払額 △13,200 △13,172

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,230 △13,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108,247 668,781

現金及び現金同等物の期首残高 604,918 608,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 713,165 1,277,502

愛光電気㈱　（9909）　平成25年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 7 -



  該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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