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1.  平成25年2月期第3四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年11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2月期第3四半期 30,807 △1.4 1,913 △8.0 2,231 △4.8 1,292 △4.3
24年2月期第3四半期 31,241 △2.8 2,079 △18.8 2,344 △14.1 1,350 △22.0

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 1,279百万円 （12.1％） 24年2月期第3四半期 1,141百万円 （―％）

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2月期第3四半期 90.69 ―
24年2月期第3四半期 94.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第3四半期 34,130 21,702 63.5
24年2月期 33,832 21,492 63.5
（参考） 自己資本 25年2月期第3四半期 21,679百万円 24年2月期 21,468百万円

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2月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
25年2月期 ― 0.00 ―
25年2月期（予想） 50.00 50.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28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 40,000 △4.4 2,340 △16.3 2,730 △13.4 1,630 △8.6 114.90



(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

（注）当社は株式付与ＥＳＯＰ信託制度を導入しております。当該信託にかかる株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式については、四半期連結財務
諸表において自己株式として表示していることから、当該ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式数については、25年２月期３Ｑの「期末自己株式数」に326,500
株を含めており、「期中平均株式数（四半期累計）」から65,300株を控除しております。

※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。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３
ページ「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 ： 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2月期3Q 16,320,828 株 24年2月期 16,320,828 株
② 期末自己株式数 25年2月期3Q 2,335,433 株 24年2月期 2,008,829 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 14,246,626 株 24年2月期3Q 14,336,009 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要や政府の経済対策効果などによる回復はあるもの

の、欧州債務問題の長期化や中国の景気減速などの影響から国内景気は足元弱含みの推移となっております。

一方、半導体市場は、WSTS（世界半導体市場統計）の2012年秋季予測によれば、世界全体で2012年は前年比3.2％減

とマイナス成長に下方修正されました。日本市場も、同様に2012年は同2.7％減の予測となりました。

このような状況下、業績の大宗を占める単体においては、主力のFA製造装置や計測器など産業機器向けは、海外の景

気減速による設備投資抑制のため上期後半から調整局面が続いており、また民生機器向けや事務機向けは前年から大き

く落ち込みました。一方、昨年は震災の影響で低迷した車載向け、アミューズメント向けなどが回復し、さらに宇宙関

連の大口案件や商流獲得による増収効果などで主力分野の落ち込みをカバーしましたが、全体の売上は前年を若干下回

りました。

連結子会社は、海外は、米国子会社は宇宙関連向けが好調でしたが、アジア各社は民生機器向けや事務機向けなどが

減少しました。国内各社は産業機器市場の低迷から厳しい状況が続いており、子会社合計では減収増益となりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は308億7百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は19億13百万円

（同8.0％減）、経常利益は22億31百万円（同4.8％減）、四半期純利益は12億92百万円（同4.3％減）となりました。

品目別売上高につきましては、個別半導体は民生機器向けの減少により11億78百万円（前年同期比8.5％減）、集積

回路は車載向けの回復や商流移管による増加などで278億21百万円（同0.0％増）、機器機構品は８億15百万円（同

28.3％増）、システム製品は３億80百万円（同7.4％減）、その他が６億11百万円（同43.8％減）となりました。

なお、当社グループは、電子部品等販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。

(単体の四半期別の業績推移については、以下をご参照ください。)

(参考) 単体の四半期別受注・売上推移

受注 前年同期比 前四半期比

売上 前年同期比 前四半期比

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産は341億30百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億98百万円の増加とな

りました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少並びに商品、投資有価証券・有価証券の増加による

ものであります。

当第３四半期連結会計期間末の負債は124億27百万円となり、前連結会計年度末と比較して87百万円の増加となりま

１．当四半期決算に関する定性的情報

前第1四半期(平成23年3～5月) 百万円12,952 ％120.8 ％162.9

前第2四半期(平成23年6～8月) 百万円9,383 ％84.5 ％72.4

前第3四半期(平成23年9～11月) 百万円8,417 ％96.3 ％89.7

前第4四半期(平成23年12～平成24年2月) 百万円9,553 ％120.2 ％113.5

当第1四半期(平成24年3～5月) 百万円10,083 ％77.8 ％105.5

当第2四半期(平成24年6～8月) 百万円9,476 ％101.0 ％94.0

当第3四半期(平成24年9～11月) 百万円8,162 ％97.0 ％86.1

前第1四半期(平成23年3～5月) 百万円9,026 ％101.9 ％99.3

前第2四半期(平成23年6～8月) 百万円10,456 ％94.7 ％115.8

前第3四半期(平成23年9～11月) 百万円9,284 ％93.3 ％88.8

前第4四半期(平成23年12～平成24年2月) 百万円9,844 ％108.2 ％106.0

当第1四半期(平成24年3～5月) 百万円9,557 ％105.9 ％97.1

当第2四半期(平成24年6～8月) 百万円10,092 ％96.5 ％105.6

当第3四半期(平成24年9～11月) 百万円8,991 ％96.8 ％89.1
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した。これは主に、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）、未払法人税等の減少並びに支払手形及び買掛

金の増加によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の純資産は217億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億10百万円の増加と

なりました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加、剰余金の配当による利益剰余金の減少及び自

己株式の取得による減少によるものであります。

②キャッシュ・フロ－の状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比19億44百万円減少の101億

16百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロ－は、税金等調整前四半期純利益22億31百万円に対し、たな卸資産の増加による支

出16億30百万円、法人税等の支払11億78百万円、仕入債務の増加による収入５億73百万円及び売上債権の減少による収

入３億72百万円を主因として、３億68百万円の収入となりました（前年同期は５億31百万円の収入）。

投資活動によるキャッシュ・フロ－は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出49億70百万円、有価証券・投資

有価証券の償還及び売却による収入42億24百万円を主因として、８億66百万円の支出となりました（前年同期は12億52

百万円の収入）。

財務活動によるキャッシュ・フロ－は、長期借入金の返済による支出13億18百万円、配当金の支払７億12百万円及び

長期借入れによる収入９億93百万円を主因として、14億96百万円の支出となりました（前年同期は３億９百万円の支

出）。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

今後の経営環境につきましては、世界の景気は欧州債務問題、米国や中国の景気減速などによる成長の鈍化が懸念さ

れ、また国内では円高による海外生産移管の加速や海外の景気減速による産業機器市場の調整などの影響により、先行

きは不透明な状況が続くものと考えられます。

半導体市場は、世界全体では2012年はマイナス成長となり、その後は2013年から14年にかけて緩やかな上昇ペースを

維持するものと予想されております。

このような環境下、当社グループの業績見通しとしましては、足元の受注状況などを考慮し、今回通期業績予想の修

正を行いました。

（ご参考：本日付発表「業績予想の修正に関するお知らせ」）

【連結・通期業績予想】

売上高 400億円       (前期比4.4%減)

営業利益 23億40百万円 (  同 16.3%減)

経常利益 27億30百万円 ( 同 13.4%減)

当期純利益 16億30百万円 ( 同 8.6%減)

【単体・通期業績予想】

売上高 370億円       (前期比4.2%減)

営業利益 17億60百万円 (  同 26.8%減)

経常利益 23億円       ( 同 22.5%減)

当期純利益 14億70百万円 ( 同 15.5%減)  
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）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。

（４）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１四半期連結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。 

（株式付与ＥＳＯＰ信託制度に関する会計処理方法）

当社は、平成24年10月９日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、

従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」の導入を決議いたしました。

本制度は、予め定められた株式付与規程に基づき、当社の従業員が受給権を獲得した場合に当社株式を給付す

る仕組みです。

当社が当社従業員のうち一定要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信

託を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式

を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。

その後、当該信託は株式付与規程に従い、信託期間中の会社業績の達成度及び従業員各人の成果や職位等に応

じた当社株式を、在職時に無償で従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社

が拠出するため、従業員の負担はありません。

当該信託については、経済的実態を重視し、当社と信託口は一体であるとする会計処理を行っております。し

たがって、信託口が所有する当社株式や信託口の資産及び負債並びに収益及び費用については、四半期連結貸借

対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計

上しております。

なお、平成24年11月30日現在において信託口が所有する当社株式数は326,500株であります。

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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：千円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,211,184 10,366,621

受取手形及び売掛金 12,848,643 12,491,387

有価証券 500,448 700,988

商品 5,034,850 6,662,819

未収入金 684,170 635,778

繰延税金資産 197,622 271,165

その他 189,344 288,495

貸倒引当金 △4,267 △3,006

流動資産合計 31,661,998 31,414,249

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,615 30,027

車両運搬具（純額） 1,343 900

工具、器具及び備品（純額） 39,138 24,415

リース資産（純額） 3,202 20,070

有形固定資産合計 73,299 75,413

無形固定資産

ソフトウエア 167,245 113,772

その他 3,622 7,471

無形固定資産合計 170,867 121,244

投資その他の資産

投資有価証券 1,390,375 1,978,280

繰延税金資産 319,611 324,530

その他 221,757 217,796

貸倒引当金 △5,505 △1,013

投資その他の資産合計 1,926,239 2,519,593

固定資産合計 2,170,405 2,716,251

資産合計 33,832,403 34,130,501
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,156,489 3,735,694

短期借入金 1,235,830 1,137,912

1年内返済予定の長期借入金 1,642,484 1,133,701

リース債務 661 4,945

未払法人税等 570,501 347,470

繰延税金負債 21,615 61,267

賞与引当金 190,482 88,735

その他 410,288 625,717

流動負債合計 7,228,352 7,135,444

固定負債

長期借入金 3,967,219 4,193,648

リース債務 2,701 16,128

長期未払金 573,191 565,551

繰延税金負債 860 1,068

退職給付引当金 411,631 425,787

その他 156,216 90,062

固定負債合計 5,111,821 5,292,245

負債合計 12,340,174 12,427,690

純資産の部

株主資本

資本金 4,835,050 4,835,050

資本剰余金 4,725,910 4,725,910

利益剰余金 14,779,287 15,355,702

自己株式 △2,529,286 △2,877,772

株主資本合計 21,810,961 22,038,889

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,471 △17,884

為替換算調整勘定 △344,241 △341,865

その他の包括利益累計額合計 △342,769 △359,749

少数株主持分 24,038 23,671

純資産合計 21,492,229 21,702,811

負債純資産合計 33,832,403 34,130,501
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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３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日)

売上高 31,241,716 30,807,366

売上原価 25,122,096 24,893,803

売上総利益 6,119,619 5,913,562

販売費及び一般管理費 4,040,148 3,999,842

営業利益 2,079,471 1,913,720

営業外収益

受取利息 21,001 28,283

受取配当金 95,444 14,200

為替差益 169,606 304,993

複合金融商品評価益 － 981

その他 48,711 28,163

営業外収益合計 334,764 376,622

営業外費用

支払利息 46,999 35,508

売上債権売却損 11,155 10,532

複合金融商品評価損 5,580 －

その他 6,494 12,553

営業外費用合計 70,229 58,593

経常利益 2,344,006 2,231,748

特別利益

投資有価証券売却益 122,059 28,740

投資有価証券償還益 － 5,000

貸倒引当金戻入額 7,470 －

負ののれん発生益 1,027 －

特別利益合計 130,558 33,740

特別損失

固定資産除却損 2,992 777

投資有価証券売却損 126,464 1,482

投資有価証券評価損 31,940 31,435

厚生年金基金脱退拠出金 31,572 －

特別損失合計 192,970 33,695

税金等調整前四半期純利益 2,281,593 2,231,794

法人税、住民税及び事業税 962,934 963,913

法人税等調整額 △35,974 △28,626

法人税等合計 926,959 935,287

少数株主損益調整前四半期純利益 1,354,634 1,296,506

少数株主利益 4,631 4,492

四半期純利益 1,350,003 1,292,014
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,354,634 1,296,506

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △142,778 △19,355

為替換算調整勘定 △70,300 2,516

その他の包括利益合計 △213,078 △16,839

四半期包括利益 1,141,555 1,279,667

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,139,031 1,275,034

少数株主に係る四半期包括利益 2,523 4,632
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,281,593 2,231,794

減価償却費 95,939 93,408

負ののれん発生益 △1,027 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,470 △5,752

賞与引当金の増減額（△は減少） △128,210 △101,746

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,753 18,997

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,290 －

受取利息及び受取配当金 △116,446 △42,484

支払利息 46,999 35,508

為替差損益（△は益） △34,606 △45,382

固定資産除却損 2,992 777

投資有価証券売却損益（△は益） 4,404 △27,258

投資有価証券償還損益（△は益） － △5,000

投資有価証券評価損益（△は益） 31,940 31,435

複合金融商品評価損益（△は益） 5,580 △981

売上債権の増減額（△は増加） △116,158 372,917

たな卸資産の増減額（△は増加） △535,010 △1,630,569

仕入債務の増減額（△は減少） 768,892 573,173

未収入金の増減額（△は増加） △319,737 79,714

その他 316,027 △37,160

小計 2,320,165 1,541,391

利息及び配当金の受取額 118,046 45,723

利息の支払額 △47,430 △39,424

法人税等の支払額 △1,858,878 △1,178,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 531,903 368,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △150,000 △250,000

定期預金の払戻による収入 150,000 150,000

有形固定資産の取得による支出 △25,521 △11,816

無形固定資産の取得による支出 △4,740 △13,230

有価証券の取得による支出 △1,699,142 △3,299,892

有価証券の償還による収入 1,499,463 3,100,348

投資有価証券の取得による支出 △1,365,558 △1,670,253

投資有価証券の償還による収入 300,000 400,000

投資有価証券の売却による収入 2,536,800 723,771

子会社株式の取得による支出 △3,500 －

その他 14,330 4,824

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,252,132 △866,248
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年11月30日)

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） △266,750 △103,539

長期借入れによる収入 2,300,000 993,648

長期借入金の返済による支出 △1,454,459 △1,318,585

自己株式の取得による支出 △163,458 △348,486

配当金の支払額 △720,000 △712,047

少数株主への配当金の支払額 △4,000 △5,000

その他 △441 △2,638

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,108 △1,496,649

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,078 49,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,470,849 △1,944,563

現金及び現金同等物の期首残高 10,238,620 12,061,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,709,470 10,116,621
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該当事項はありません。

平成24年10月９日開催の当社取締役会において決議いたしました「株式付与ESOP信託」の導入により、自己株式

を348,375千円取得し、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は2,877,772千円となっております。

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

（６）重要な後発事象
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