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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 15,067 △2.2 372 45.7 358 43.9 163 63.0
24年3月期第3四半期 15,407 3.2 255 78.6 248 65.2 100 44.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 237百万円 （373.4％） 24年3月期第3四半期 50百万円 （3.9％）

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3四半期 35.62 ―
24年3月期第3四半期 21.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 15,132 7,410 49.0
24年3月期 15,572 7,228 46.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,410百万円 24年3月期  7,228百万円

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  
（注）当社は定款において３月31日及び９月30日を配当基準日と定めておりますが、現時点では、平成25年３月期末の配当予想額は未定であります。 
   詳細は、後述の「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 

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 ― 3.00 ― 7.00 10.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

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  ：  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 21,000 0.7 420 2.5 420 4.5 210 7.3 45.79



(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 
1．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仮定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】Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
2．平成25年３月期の配当予想については、現時点で未定のため開示しておりません。配当予想を決定しましたら速やかに公表いたします。 

※  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3Q 4,600,000 株 24年3月期 4,600,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 13,703 株 24年3月期 13,703 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,586,297 株 24年3月期3Q 4,586,297 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、震災からの復興需要などへの期待感が見られる一方、欧州債務問

題、中国など新興国経済の減速や長引く円高など不透明な状態が続きましたが、政権交代により経済活性化案等への期

待感や日銀による金融緩和により為替も一挙に円安に振れ、又株高になるなど変化の兆しが現れはじめました。 

 当社グループの関連する業界につきましては、中国など新興国経済の成長の鈍化により国内設備投資にも一巡感が出、

また半導体需要の大幅な低迷などが影響しており依然厳しい状況にあります。 

 このような状況の中、当社グループは既存顧客との関係強化、新規顧客の開拓、取扱商材の拡大に努めてまいりまし

た。  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高150億67百万円（前年同期比2.2％減）、営業利益３億72百

万円（同比45.7％増）、経常利益３億58百万円（同比43.9％増）、四半期純利益１億63百万円（同比63.0％増）となりました。 

  

 各セグメントの状況は、次のとおりであります。 

（単位：百万円）

  

（電気機器・産業用システム） 

 電気機器・産業用システムにつきましては、配電制御機器は堅調に推移しましたが、ＦＡ機器が減少し、また前期の受変

電設備の大型案件の剥落もあり、部門全体では売上高75億12百万円（前年同期比10.0％減）となりました。 

  

（電子デバイス・情報通信機器） 

 電子デバイス・情報通信機器につきましては、パソコンや画像機器は伸長しましたが、パワー半導体や電源機器向け基

板実装が低調に推移し、部門全体では売上高47億20百万円（前年同期比6.8％増）となりました。 

  

（設備機器） 

 設備機器につきましては、業務用空調機や冷凍機などの冷熱機器及び関連工事は伸長しましたが、省エネ・リニューア

ル需要が鈍化し、部門全体では売上高28億33百万円（前年同期比7.2％増）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は151億32百万円（前連結会計年度末比４億40百万円減）となりました。

これは主に受取手形及び売掛金が５億50百万円減少したことによるものです。 

 負債合計は77億21百万円（同比６億22百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買掛金が４億54百万円、未払

法人税等が１億８百万円減少したことによるものです。 

 純資産合計は74億10百万円（同比１億82百万円増）となりました。これは主に利益剰余金が１億８百万円、その他有価証

券評価差額金が71百万円増加したことによるものです。 

  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の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通期の業績予想からの変更はありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前年同期 当期 増減金額 前年同期比 

 電気機器・産業用システム   8,345  7,512   △832 10.0％ 減  

 電子デバイス・情報通信機器   4,419  4,720   301 6.8％ 増  

 設備機器   2,642  2,833   190 7.2％ 増  

 合計   15,407  15,067   △340 2.2％ 減  



（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 

（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、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。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,909,745 4,360,450

受取手形及び売掛金 8,755,381 8,204,749

商品 562,727 610,729

繰延税金資産 92,328 47,462

未収入金 454,522 424,855

その他 18,036 28,882

貸倒引当金 △15,760 △12,312

流動資産合計 13,776,982 13,664,817

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 140,021 132,096

土地 165,074 165,074

その他（純額） 8,366 10,909

有形固定資産合計 313,462 308,079

無形固定資産 37,774 31,208

投資その他の資産   

投資有価証券 981,536 991,298

繰延税金資産 96,061 71,631

その他 394,035 90,714

貸倒引当金 △27,359 △25,739

投資その他の資産合計 1,444,273 1,127,904

固定資産合計 1,795,510 1,467,192

資産合計 15,572,492 15,132,010



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,048,576 6,594,178

短期借入金 351,546 358,144

未払法人税等 115,859 7,117

賞与引当金 158,009 67,233

役員賞与引当金 24,000 16,501

その他 244,086 276,469

流動負債合計 7,942,077 7,319,645

固定負債   

退職給付引当金 151,573 146,478

役員退職慰労引当金 189,900 194,350

その他 60,936 61,423

固定負債合計 402,409 402,252

負債合計 8,344,487 7,721,898

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,005,000 1,005,000

資本剰余金 838,560 838,560

利益剰余金 5,387,161 5,495,494

自己株式 △7,867 △7,867

株主資本合計 7,222,854 7,331,187

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,117 92,813

為替換算調整勘定 △15,966 △13,888

その他の包括利益累計額合計 5,151 78,924

純資産合計 7,228,005 7,410,111

負債純資産合計 15,572,492 15,132,010



（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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 15,407,433 15,067,161

売上原価 13,529,833 13,117,885

売上総利益 1,877,600 1,949,276

販売費及び一般管理費 1,621,611 1,576,284

営業利益 255,988 372,991

営業外収益   

受取利息 3,160 6,682

受取配当金 7,903 7,598

為替差益 － 1,847

その他 5,469 5,550

営業外収益合計 16,533 21,678

営業外費用   

支払利息 2,342 2,567

売上割引 9,460 9,345

為替差損 3,022 －

投資事業組合運用損 4,052 23,389

開業費 3,777 －

その他 1,109 1,307

営業外費用合計 23,764 36,608

経常利益 248,756 358,061

特別利益   

投資有価証券売却益 8,206 －

特別利益合計 8,206 －

特別損失   

固定資産除却損 113 2

投資有価証券評価損 45,037 53,857

投資有価証券売却損 265 －

特別損失合計 45,415 53,859

税金等調整前四半期純利益 211,547 304,202

法人税、住民税及び事業税 37,041 94,319

法人税等調整額 74,293 46,514

法人税等合計 111,335 140,834

少数株主損益調整前四半期純利益 100,211 163,368

四半期純利益 100,211 163,368



（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４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 100,211 163,368

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47,056 71,696

為替換算調整勘定 △3,058 2,077

その他の包括利益合計 △50,114 73,773

四半期包括利益 50,097 237,142

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 50,097 237,142

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

①報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、取り扱う商品・サービスを基礎として包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しているため、その種

類・性質の類似性を考慮して、「電気機器・産業用システム」、「電子デバイス・情報通信機器」、及び「設備機器」の３つを

報告セグメントとしております。  

  

  

②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）  

（単位：百万円）

（注）セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

   全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

（単位：百万円）

（注）セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

   全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   

   

（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

（５）セグメント情報等

  報告セグメント 

調整額（注） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

  

電気機器・産

業用システム

電子デバイス・

情報通信機器
設備機器 計 

  

  

  

 売上高             

  外部顧客への売上高   8,345   4,419   2,642   15,407   －  15,407

  セグメント間の内部売上高 
  －   －   －   －   －  －

  又は振替高 

計   8,345   4,419   2,642   15,407   －  15,407

セグメント利益（営業利益）   243   24   46   314   △58  255

  報告セグメント 

調整額（注） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

  

電気機器・産

業用システム

電子デバイス・

情報通信機器
設備機器 計 

  

  

  

 売上高             

  外部顧客への売上高   7,512   4,720   2,833   15,067   －  15,067

  セグメント間の内部売上高 
  －   －   －   －   －  －

  又は振替高 

計   7,512   4,720   2,833   15,067   －  15,067

セグメント利益（営業利益）   259   70   85   415   △42  372
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