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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期  111,823  △3.7  3,101  △26.5  3,435  △17.9  2,005  △10.6

24年３月期  116,147  4.7  4,221  △3.9  4,186  4.1  2,243  2.0

（注）包括利益 25年３月期 3,209百万円 （ ％） 65.5   24年３月期 1,938百万円 （ ％） △27.5

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

25年３月期  91.74  －  4.7  4.7  2.8

24年３月期  102.64  －  5.5  5.8  3.6

（参考）持分法投資損益 25年３月期 74百万円   24年３月期 68百万円

  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  74,176  43,553  58.7  1,992.53

24年３月期  72,380  41,260  56.8  1,880.69

（参考）自己資本 25年３月期 43,553百万円   24年３月期 41,109百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

25年３月期  695  △1,846  △1,623  10,268

24年３月期  3,602  △497  △3,131  12,539

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年３月期  －  15.00 － 20.00 35.00  765  34.1 1.9

25年３月期  －  15.00 － 20.00 35.00  765  38.2 1.8

26年３月期（予想）  －  15.00 － 20.00 35.00   30.6  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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）

  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） 58,000 9.6 1,500 △0.7 1,600 △1.9 1,120 13.1 51.24 

通期 124,000 10.9 3,500 12.9 3,600 4.8 2,500 24.7 114.37 



※  注記事項 

  
（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） 

  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）期中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  

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              ： 有

③  会計上の見積りの変更                ： 有

④  修正再表示                          ： 無

(注)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を見積りの変更と区別すること

が困難な場合）に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.18「３．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更）、（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）」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 24,137,213株 24年３月期 24,137,213株

②  期末自己株式数 25年３月期 2,278,724株 24年３月期 2,278,594株

③  期中平均株式数 25年３月期 21,858,558株 24年３月期 21,858,626株

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

 本資料に掲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２ページ「１．経営成績(1)経営

成績に関する分析」をご覧ください。 

 

 従来、当社の連結財務諸表に記載される科目及びその他の事項の金額は、千円未満を四捨五入して表示しておりま

したが、当連結会計年度より百万円未満を切り捨てて表示しております。なお、比較を容易にするため、前連結会計

年度についても百万円未満を切り捨てた金額に組み替えて表示しております。
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（1）経営成績に関する分析 

 (当期の経営成績) 

当連結会計年度における我が国の経済は、上期においては震災後の復興需要等を背景とし、緩やかな回復傾向にあ

りました。しかしながら、欧州債務問題の再燃、中国をはじめとする新興国の経済成長鈍化等により、企業の生産が

下降するにつれ設備投資も減速し、本格的な回復には至りませんでした。 

下期には米国の景気回復傾向が見られ、欧州の債務問題も 悪期を脱したとの見方が強まりました。また、領土問

題により悪化した日中関係も落ち着きを取り戻すなど、経済にネガティブな影響を与えていた諸問題に改善方向への

動きが見られました。加えて新政権の景気刺激策と、日銀の金融緩和による円安で、輸出企業の業績に明るさが見ら

れるなど、本格的な景気回復への期待が高まりました。 

当社グループが主力事業を展開するエレクトロニクス業界においては、スマートフォンを中心とする情報通信関連

分野、自動車販売の好調による車載関連分野、及び再生可能エネルギーの固定価格買取制度に後押しを受けた太陽光

発電分野が堅調に推移しました。しかし、一方では薄型テレビに代表されるデジタル家電や、タブレットＰＣの普及

に押されてパソコン関連の不振が深刻な状況となりました。また、ケミカル業界におきましては、円安による原料価

格の上昇や市場の縮小による減産傾向もあり、国内の石油産業、製紙産業は苦戦を強いられました。 

このような環境において、当社グループの販売実績は、工業化学薬品事業は新規ビジネスの販売拡大により前年度

を上回りましたが、当社グループの中核である半導体ビジネスを中心に前年実績を下回り、当連結会計年度における

連結売上高は 百万円(前期比 ％減)となりました。 

損益面につきましては、売上高に伴い、連結売上総利益は 百万円（同 ％減）となり、連結販売費及び一

般管理費は、 百万円（同 ％増）、連結営業利益は 百万円（同 ％減）、連結経常利益は 百

万円（同 ％減）となりました。また連結当期純利益は連結子会社の固定資産売却方針決定に伴う減損損失の計上

等により 百万円（同 ％減）となりました。 

  

報告セグメント別の概況につきましては、以下のとおりです。 

  

 〔電子部品事業〕 

電子部品分野では、車載関連部品や太陽光パネル及び周辺部品は販売が拡大しましたが、一方で、光通信関連部

品の需要回復が遅れたこと、PC、TV、及び携帯電話等の各市場が低迷、スマートフォン市場における国内メーカー

の苦戦等により、当連結会計年度の売上高は839億51百万円（前年同期比5.2％減）、セグメント利益は17億７百万

円（同26.3％減）となりました。 

   

 〔電子・電気機器事業〕 

電子・電気機器分野では、東アジアを中心に、主力のPCB（Printed Circuit Board）関連装置や冷却装置が堅調

に推移し、また前年度に販売を開始したアディクセン社製真空装置の販売増もありましたが、国内メーカーの設備

投資抑制により、当連結会計年度の売上高は183億８百万円（前年同期比7.0％減）、セグメント利益は10億円55百

万円（同19.0％減）となりました。 

   

 〔工業薬品事業〕 

工業薬品分野では、ケミカル市場が低迷する中、昨年に事業譲受を行ったBASF社製品の販売増により売上高は大

幅に増加しましたが、相対的に利益性の高い自社製品比率の低下と運送費をはじめとした販売管理費の増加によ

り、当連結会計年度の売上高は95億45百万円（前年同期比21.1％増）、セグメント利益は３億43百万円（同40.5％

減）となりました。 

  
 〔その他の事業〕 

 当社の業務・物流管理全般の受託と保険会社の代理店を主たる業務としております。当連結会計年度の売上高は

６億96百万円（前年同期比0.8％増）、セグメント利益は14百万円（同4.7％減）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

1,118億23 3.7

171億15 5.3

140億13 1.2 31億１ 26.5 34億35

17.9

20億５ 10.6
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次期の見通しにつきましては、通信インフラ関連において北米での投資再開、国内でも高速データ通信向けの投

資加速が見込まれます。また、自動車関連も北米を中心に比較的好調に推移するものと予想しております。低調気

味であったコンシューマー市場はスマートフォンの次世代モデルの発売、巨大スポーツイベントに向けたＴＶ等デ

ジタルＡＶ製品の買換え、ＯＳサポート期限を迎えるＰＣの置き換え等に加えて、消費税引き上げ前の駆け込み需

要により久々の活況を呈するものと期待しております。なお、太陽光発電関連については引き続き堅調を見込んで

おります。 

機械装置関連では、公共投資増により、公的研究機関の設備購入計画が増加しており、一般企業においても円安

による輸出製品の増産対応と、低金利による資金調達の容易さが設備投資計画を加速させるものと見込んでおりま

す。また、アジア地域における廉価版スマートフォン関連製造設備への投資本格化にも期待しております。 

以上の状況を踏まえ、平成26年３月期の連結業績見通しについては、売上高1,240億円（前期比10.9％増）、営

業利益35億円（同12.9％増）、経常利益36億円（同4.8％増）、当期純利益25億円（同24.7％増）を見込んでおり

ます。 

  

（2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における流動資産は前連結会計年度末と比較して 百万円（ ％）増加いたしました。こ

れは主に現金及び預金が 百万円減少しましたが、商品及び製品が 百万円増加したこと、及び受取手形及

び売掛金が 百万円増加したためであります。 

 固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して 百万円（ ％）増加いたしました。これは主に無

形固定資産が 百万円増加したこと、及び投資有価証券が 百万円増加したためであります。 

 以上のことから、当連結会計年度末における資産の部全体では前連結会計年度末と比較して 百万円（

％）増加し、 百万円となりました。 

  

 負債につきましては、流動負債が前連結会計年度末と比較して 百万円（ ％）減少いたしました。これは

主に未払法人税等が 百万円減少したためであります。 

 また、固定負債が前連結会計年度末と比較して 百万円（ ％）増加いたしました。これは主に長期借入金

が 百万円増加したためであります。 

 以上のことから、当連結会計年度末における負債の部全体では前連結会計年度末と比較して 百万円（

％）減少し、 百万円となりました。 

  

 純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して 百万円（ ％）増加し、 百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金が 百万円増加したこと、及び為替換算調整勘定のマイナスが 百万円減少した

ためであります。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは 百

万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは

百万円の支出、現金及び現金同等物に係る換算差額による 百万円の増加となったため、現金及び現金同

等物は前連結会計年度末と比較して 百万円減少し、当連結会計年度末は 百万円となりました。 

  

  営業活動によるキャッシュ・フロー 

 法人税等の支払額 百万円、たな卸資産の増加額 百万円等の支出要因がありましたが、税金等調整前当

期純利益 百万円、減価償却費 百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収

入となりました。なお、前連結会計年度には税金等調整前当期純利益 百万円等により 百万円の収入とな

っておりました。 

  

  投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払戻による収入 百万円等の収入要因がありましたが、定期預金の預入による支出 百万円、

無形固定資産の取得による支出 百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出と

なりました。なお、前連結会計年度には定期預金の預入による支出 百万円等により 百万円の支出となっ

ておりました。 

  

  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の返済による支出（純）６億59百万円、配当金の支払による支出 百万円等により、財務活動によ

るキャッシュ・フローは 百万円の支出となりました。 

なお、前連結会計年度には長期借入金の返済による支出（純）11億92百万円等により、財務活動によるキャッシュ・

５億65 1.0

20億17 16億94

５億47

12億29 9.3

８億57 ３億96

17億95 2.5

741億76

６億36 2.5

４億11

１億38 2.4

１億７

４億97 1.6

306億22

22億93 5.6 435億53

12億40 ８億74

６億95

18億46

16億23 ５億３

22億70 102億68

16億78 13億93

30億73 ５億59 ６億95

40億19 36億２

11億８ 12億67

10億36 18億46

15億40 ４億97

７億65

16億23
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フローは 百万円の支出となっておりました。 

  

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 （注） 1.いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

        2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

        3.営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている 

          「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

        4.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を 

           対象としております。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元の充実を経営上重要な施策の一つとして位置づけ、財務体質の強化と今後の事

業展開に備えた内部留保に配慮しつつ、業績を加味した利益還元を実施していくことを基本方針としております。 

配当につきましては、安定的配当の継続を基本に、各事業年度の業績、財務状況、今後の事業戦略等を総合的に

勘案して、連結配当性向20％以上を目標に実施してまいります。 

内部留保資金につきましては、成長性、収益性の高い事業分野への投資、今後の事業拡大を図るための販売力・

技術力の強化、設備投資、研究開発などに積極的に活用してまいります。 

これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、平成25年５月８日開催の取締役会において、

１株につき金20円とさせていただくことを決議いたしました。これにより、平成24年12月に中間配当金として１株

につき金15円をお支払いいたしておりますので、年間配当金は、前事業年度と同様の金35円となり、連結配当性向

は ％となりました。 

また、自己株式の取得につきましては、機動的に資本政策を実行するため、財務状況等を考慮しながら適切に対

応してまいります。 

  

31億31

  平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 

自己資本比率 %  53.8 %  57.0 %  54.5 %  56.8 %  58.7

時価ベースの自己資本比率 %  19.5 %  29.9 %  26.0 %  24.9 %  26.6

キャッシュ・フロー対  

有利子負債比率 
%   168.8 %  245.6   %  18,000.6 %  300.8 %  1,461.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ 倍  38.7 倍 21.3 倍 0.4 倍 24.1 倍 6.3

38.2
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（1）会社の経営の基本方針 

当社グループの経営の基本方針は、「エレクトロニクス及びケミカル事業のニッチな 先端技術分野において、

常に時代の先端を見つめ国際貢献を図る企業」として、すべてのステークホルダーの期待に応えるため、まさにバリ

ュー・クリエーターとしての事業活動を推進し、企業価値を長期的かつ総合的に高めていくことであります。 

 エレクトロ二クス分野におきましては、マーケティング機能とともに、技術的裏づけを持つメーカー的専門商社と

して、得意先および仕入先相互間の「インターフェース機能」を高めることにより付加価値を創造し、その極大化を

図ります。 

 一方ケミカル分野におきましては、「スペシャリティケミカル」分野に特化し、時代が希求する「生産効率と環境

保全の融合」をテーマに、工業薬品の製造・開発メーカーとしての使命を達成します。さらに近年、次代の主力製品

として実用化の目処が立ちつつある「バイオケミカル」分野にも注力いたします。 

 当社は今後さらにスピードが増すと予想される事業環境の変化に適確に対応し、社内外の経営資源を積極的かつ効

率的に活用することにより、継続的な成長を実現できる経営体質の確立を目指しております。 

    

（2）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標 

当社グループは以下の経営戦略に基づき、「収益の向上」と「規模の拡大」を追及し、企業としての確かな存在

感を示してまいります。 

  

＜アジア地域ビジネスの拡大＞  

当社グループは、日系企業としては比較的早い時期からアジア地域にグループ企業を配し、広く事業を展開して

まいりました。現地での事業を通して培ってきた情報ネットワークを活用し、これまで海外展開が未着手であった事

業も含めた全事業をアジア地域で展開してまいります。 

  

＜新規事業への投資と既存事業の見直し＞  

新規事業・新規商材開拓に積極投資し、成長速度を加速するとともに、事業規模を拡大してまいります。また、

既存事業の収益性、将来性等を総合的に見極め、「集中と選択」により経営リソースを有効に活用してまいります。

  

（3）会社の対処すべき課題   

昨今の急速な円高是正により、日本経済全体に回復の兆しが見えておりますが、当社の主力ビジネスであります

エレクトロニクス関連業界は、グローバル規模の競争激化の中、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されま

す。 

当社グループは、こうした状況下においても、戦略的に事業の成長と収益の拡大を実現し、折しも当社創立60周

年に当たる2013年を新たな飛躍の年とすべく、以下の課題に取り組んでまいります。 

  

①新規ビジネスの獲得と拡大 

当社グループの新たな基幹ビジネスとして成長著しい太陽光発電関連ビジネスについては、2013年度中の稼動が

予定されている4ヶ所のメガソーラー設備による売電事業を順次開始することにより、更なる事業基盤の強化を図っ

てまいります。 

また、今後も医療、通信インフラ、車載など成長市場における新規ビジネス獲得のため、ベンチャー企業への投

資、業務提携、Ｍ＆Ａ等、多様な手段で新規事業分野へ挑戦してまいります。 

  

②アジア地域ビジネスの強化 

当社グループにおいて年々存在価値を高めるアジア子会社と、人的交流や情報共有により連携強化を図るととも

に、各地域の特性を活かした事業展開を行い、電子部品の収益性向上、電子・電気機器の販売拡大、工業化学薬品の

本格的展開を推進いたします。 

  

③連結経営管理体制の構築 

当社は、2013年度に新基幹システムを導入いたしますが、今後、国内・海外子会社へ順次システム統合を行なう

予定としており、連結経営管理の強化、業務シェアードによる業務効率化を推進してまいります。 

  

④リスクマネジメントの強化 

想定を超える大規模自然災害や感染症などに備え、被害を 小限に抑えるべく危機管理体制の強化に努めてまい

ります。また、事業の多様化やグローバル化に伴う様々なコンプライアンス上のリスクに備え、当社グループの法務

体制を充実させ、各種コンプライアンス研修等を通じて、社員の倫理観の向上をも図ってまいります。 

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,382 11,364

受取手形及び売掛金 29,065 29,613

有価証券 127 0

商品及び製品 14,085 15,779

仕掛品 67 90

原材料及び貯蔵品 296 394

繰延税金資産 745 714

その他 1,420 1,862

貸倒引当金 △71 △134

流動資産合計 59,120 59,686

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,918 5,870

減価償却累計額 △4,353 △4,276

建物及び構築物（純額） 1,564 1,594

土地 3,997 3,493

その他 6,193 6,691

減価償却累計額 △5,195 △5,234

その他（純額） 997 1,457

有形固定資産合計 6,559 6,545

無形固定資産 651 1,509

投資その他の資産   

投資有価証券 5,472 5,869

繰延税金資産 74 39

その他 550 645

投資損失引当金 － △80

貸倒引当金 △48 △38

投資その他の資産合計 6,049 6,435

固定資産合計 13,260 14,489

資産合計 72,380 74,176

伯東株式会社（7433）　平成25年３月期決算短信

6



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,080 11,619

電子記録債務 － 2,198

短期借入金 6,712 5,921

リース債務 70 75

未払法人税等 1,022 610

賞与引当金 791 772

役員賞与引当金 15 －

製品保証引当金 38 22

その他 2,550 3,423

流動負債合計 25,280 24,644

固定負債   

長期借入金 3,896 4,003

リース債務 154 160

繰延税金負債 1,381 1,377

退職給付引当金 311 346

役員退職慰労引当金 40 36

その他 54 53

固定負債合計 5,839 5,978

負債合計 31,120 30,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,100 8,100

資本剰余金 7,491 7,491

利益剰余金 28,965 30,205

自己株式 △4,184 △4,184

株主資本合計 40,372 41,612

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,894 2,166

繰延ヘッジ損益 19 77

為替換算調整勘定 △1,177 △303

その他の包括利益累計額合計 736 1,940

少数株主持分 150 －

純資産合計 41,260 43,553

負債純資産合計 72,380 74,176
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 116,147 111,823

売上原価 98,083 94,707

売上総利益 18,064 17,115

販売費及び一般管理費   

アフターサービス費 30 25

製品保証引当金繰入額 38 △15

給料及び手当 5,209 5,328

賞与引当金繰入額 814 726

退職給付費用 573 559

役員退職慰労引当金繰入額 8 8

のれん償却額 45 17

貸倒引当金繰入額 △17 48

その他 7,137 7,314

販売費及び一般管理費合計 13,842 14,013

営業利益 4,221 3,101

営業外収益   

受取利息 24 29

受取配当金 154 149

為替差益 － 138

持分法による投資利益 68 74

その他 124 97

営業外収益合計 372 488

営業外費用   

支払利息 149 108

為替差損 152 －

クレーム処理費 30 10

その他 74 35

営業外費用合計 407 155

経常利益 4,186 3,435
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 3 86

投資有価証券売却益 114 17

受取補償金 － 140

その他 4 5

特別利益合計 121 250

特別損失   

固定資産除売却損 27 37

減損損失 90 435

投資有価証券売却損 25 0

投資有価証券評価損 21 －

会員権評価損 18 －

訴訟和解金 90 －

厚生年金基金脱退特別掛金 － 56

投資損失引当金繰入額 － 80

その他 14 0

特別損失合計 289 611

税金等調整前当期純利益 4,019 3,073

法人税、住民税及び事業税 1,309 1,165

法人税等調整額 414 △96

法人税等合計 1,723 1,068

少数株主損益調整前当期純利益 2,295 2,005

少数株主利益 51 －

当期純利益 2,243 2,005
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,295 2,005

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △462 268

繰延ヘッジ損益 54 58

為替換算調整勘定 51 874

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 2

その他の包括利益合計 △356 1,204

包括利益 1,938 3,209

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,888 3,209

少数株主に係る包括利益 50 －

伯東株式会社（7433）　平成25年３月期決算短信

10



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 8,100 8,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,100 8,100

資本剰余金   

当期首残高 7,491 7,491

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 7,491 7,491

利益剰余金   

当期首残高 27,493 28,965

当期変動額   

剰余金の配当 △765 △765

連結範囲の変動 △6 －

当期純利益 2,243 2,005

当期変動額合計 1,472 1,240

当期末残高 28,965 30,205

自己株式   

当期首残高 △4,184 △4,184

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 △4,184 △4,184

株主資本合計   

当期首残高 38,900 40,372

当期変動額   

剰余金の配当 △765 △765

連結範囲の変動 △6 －

当期純利益 2,243 2,005

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,472 1,240

当期末残高 40,372 41,612
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 2,356 1,894

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △462 271

当期変動額合計 △462 271

当期末残高 1,894 2,166

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △35 19

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 54 58

当期変動額合計 54 58

当期末残高 19 77

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,229 △1,177

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51 874

当期変動額合計 51 874

当期末残高 △1,177 △303

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,092 736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △355 1,204

当期変動額合計 △355 1,204

当期末残高 736 1,940

少数株主持分   

当期首残高 218 150

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67 △150

当期変動額合計 △67 △150

当期末残高 150 －

純資産合計   

当期首残高 40,210 41,260

当期変動額   

剰余金の配当 △765 △765

連結範囲の変動 △6 －

当期純利益 2,243 2,005

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △422 1,053

当期変動額合計 1,049 2,293

当期末残高 41,260 43,553
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 4,019 3,073

減価償却費 584 559

のれん償却額 45 17

減損損失 90 435

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △43 △24

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △15

受取利息及び受取配当金 △179 △179

支払利息 149 108

持分法による投資損益（△は益） △68 △74

投資有価証券売却損益（△は益） △88 △17

投資有価証券評価損益（△は益） 21 －

固定資産除売却損益（△は益） 24 △48

会員権評価損 18 －

訴訟和解金 90 －

受取補償金 － △140

厚生年金基金脱退特別掛金 － 56

投資損失引当金繰入額 － 80

未払消費税等の増減額（△は減少） 29 △49

売上債権の増減額（△は増加） 1,456 371

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,182 △1,393

仕入債務の増減額（△は減少） △1,211 △1,066

その他 578 429

小計 4,351 2,143

利息及び配当金の受取額 181 190

利息の支払額 △149 △109

訴訟和解金の支払額 △90 －

補償金の受取額 － 140

法人税等の還付額 50 8

法人税等の支払額 △741 △1,678

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,602 695
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

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 △1,540 △1,267

定期預金の払戻による収入 1,410 1,108

有価証券の償還による収入 76 －

有形固定資産の取得による支出 △431 △723

有形固定資産の売却による収入 12 150

無形固定資産の取得による支出 △226 △1,036

投資有価証券の取得による支出 △22 △9

投資有価証券の売却による収入 315 68

ゴルフ会員権の取得による支出 △8 △7

子会社株式の取得による支出 △119 △153

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△24 －

その他 61 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △497 △1,846

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 27,436 30,495

短期借入金の返済による支出 △28,026 △31,154

リース債務の返済による支出 △82 △82

長期借入れによる収入 1,450 2,480

長期借入金の返済による支出 △2,642 △2,596

社債の償還による支出 △500 －

自己株式の純増減額（△は増加） 0 △0

配当金の支払額 △765 △765

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,131 △1,623

現金及び現金同等物に係る換算差額 61 503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35 △2,270

現金及び現金同等物の期首残高 12,523 12,539

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △19 －

現金及び現金同等物の期末残高 12,539 10,268
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 該当事項はありません。 

   

  

（5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

当連結会計年度 
（平成24年４月１日から 
平成25年３月31日まで） 

１．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数    14社 

 連結子会社は、伯東A&L株式会社、芙蓉化学工業株式会社、Hakuto Enterprises Ltd.、Hakuto Singapore 

Pte.Ltd.、Hakuto Taiwan Ltd.、Hakuto (Thailand) Ltd.、Hakuto Engineering (Thailand) Ltd.、順徳晨天電器

有限公司、伯東企業（上海）有限公司、Hakuto Trading (Shenzhen) Ltd.、モルデック株式会社、マイクロテック

株式会社、Microtek Hongkong Ltd.及びMicrotek Shanghai Ltd.であります。 

（2）非連結子会社Hakuto California,Inc.は、総資産、売上高、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり重要性がないため、連結の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した関連会社の数 ３社 

 持分法適用関連会社は、サンエー技研株式会社、株式会社エーエスエー・システムズ及び株式会社ルーフスであ

ります。 

 上記のうち、株式会社ルーフスについては、当連結会計年度において新たに設立したため、持分法適用の範囲に

含めております。 

（2）持分法を適用しない非連結子会社 

 Hakuto California, Inc.は、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 順徳晨天電器有限公司、伯東企業（上海）有限公司、及びHakuto Trading (Shenzhen)Ltd.の決算日は12月末日で

あります。連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日現在で仮決算を行った財務諸表を基礎としております。 

 Microtek Hongkong Ltd.及びMicrotek Shanghai Ltd.の決算日は12月末日であります。連結財務諸表の作成に当た

っては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行な

っております。 

 なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。  

４．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

② デリバティブ取引 

 時価法を採用しております。 

③ たな卸資産 

 商品、製品、原材料及び仕掛品は主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）、貯蔵品は主として先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。 
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当連結会計年度 
（平成24年４月１日から 
平成25年３月31日まで） 

（2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法は、定率法を採用しております。ただし、当社及び

国内連結子会社において平成10年４月１日以後に取得した建物（その附属設備を除く）については定額法を採用

しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。また、在外連結子会社については、個別見積により耐用年数を決定し、主として建物については定額法、そ

の他の有形固定資産については定率法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

（イ）自社利用のソフトウエア 

 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

（ロ）その他の無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。 

③ リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、自己所有の固定資産に

適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

（3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 投資損失引当金 

 特定のプロジェクトのために投資した会社等の株式等に対する投資損失に備えるため、当該会社等の財政状態

を勘案して必要額を計上しております。 

③ 賞与引当金 

 当社及び一部の連結子会社の従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。 

④ 製品保証引当金 

 販売済商品及び製品に係る一定期間内の無償サービスに要する費用の発生に備えるため、実績率を基にした会

社所定の基準により計上しております。 

⑤ 退職給付引当金 

 当社及び一部の連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する方法によることとし

ております。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社の一部の役員の退職慰労金の支払に備えるため、主として役員の退職慰労金に関する内規

に基づく期末要支払額をもって設定しております。なお、当社は平成16年６月に役員報酬制度を改訂しており、

平成16年７月以降対応分については、引当計上を行っておりません。 
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当連結会計年度 
（平成24年４月１日から 
平成25年３月31日まで） 

（4）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。なお、ヘッジ会計の金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワップに

ついては、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   (イ)ヘッジ手段…為替予約 

        ヘッジ対象…外貨建予定取引 

   (ロ)ヘッジ手段…金利スワップ 

     ヘッジ対象…銀行借入(変動金利のもの) 

③ ヘッジ方針 

 為替予約取引等につきましては、為替相場の変動リスクを回避することを目的として、当社の「市場リスク管理

規程」及び「外国為替予約締結マニュアル」に従い、実施しております。金利スワップは金利変動による借入債務

の損失可能性を減殺する目的で行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引につきましては、ヘッジ手段とヘッジ対象の外貨建取引に関する重要な条件が同一であると認めら

れ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定することができることから、有効性

の判定は省略しております。 

 また、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについて特例処理を行っているため、有効性評価の判定を省

略しております。 

（5）のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。  

（6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。  

（7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（会計方針の変更）

当連結会計年度 
（平成24年４月１日から 
平成25年３月31日まで） 

(重要なヘッジ会計処理等の方法の変更) 

 従来、外貨建金銭債権債務に係る為替予約については振当処理を採用しておりましたが、為替変動の激しい期間にお

いても、為替変動による影響を適時に認識し、外貨建金銭債権債務及びデリバティブ取引の状況をより適正に連結財務

諸表に反映させるため、当連結会計年度よりヘッジ手段である為替予約を時価評価する方法に変更いたしました。 

 当該会計方針の変更は、過去の期間に与える影響が軽微であるため、遡及適用しておりません。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（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）

当連結会計年度 
（平成24年４月１日から 
平成25年３月31日まで） 

(減価償却方法の変更)  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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は軽微であります。 

（表示方法の変更）

当連結会計年度 
（平成24年４月１日から 
平成25年３月31日まで） 

(連結損益計算書)  

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「保険返戻金」は金額的重要性が乏しくなったた

め、当連結会計年度においては「特別利益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前連結会計年度の連結財務諸表をの組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「保険返戻金」に表示していた４百万円は、

「その他」として組み替えております。 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「会員権売却損」は金額的重要性が乏しくなった

ため、当連結会計年度においては「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映さ

せるため、前連結会計年度の連結財務諸表をの組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「会員権売却損」に表示していた14百万円

は、「その他」として組み替えております。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「保険返戻金」は金額

的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含め

て表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表をの組替えを行っており

ます。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「保険返戻金」に表示していた４百万円は、「その他」として組み替えております。 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「会員権売却損益」は

金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に

含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表をの組替えを行って

おります。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「会員権売却損益」に表示していた14百万円は、「その他」として組み替えております。  
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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、当社に商品・製品別の事業部を置き、各事業部は取り扱う商品・製品及びサービスについて国

内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、日本国内においては当社及び国内子会社、海外に

おいては中国等の各地域を、中国、台湾、シンガポール等の現地法人が主に担当しております。 

  当社は、事業部を基礎とした商品・製品別のセグメントから構成されており、子会社におきましても当社と同様

の商品・製品を扱う為、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するため、「電子部品事業」、「電子・

電気機器事業」、「工業薬品事業」及び「その他の事業」の４つを報告セグメントとしております。 

  「電子部品事業」は、半導体デバイス及び一般電子部品等を販売しております。「電子・電気機器事業」は、主

にPCB（Printed Circuit Board）関連装置、半導体製造関連装置等の販売及びサービスの提供をしております。

「工業薬品事業」は、工業薬品等の製造、販売及びサービスの提供をしております。「その他の事業」は、当社の

業務・物流の管理全般の受託と保険会社の代理店業務を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法  

  報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね

同一であります。 

  報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。 

  また、従来、たな卸資産の評価については、当社グループの管理会計独自の処理方法により算定しておりました

が、セグメント業績の管理をより連結財務諸表に近いレベルで行うことに変更したため、当連結会計年度より連結

財務諸表の会計方針と同一の方法として、収益性の低下したたな卸資産の帳簿価格を切り下げる方法に変更してお

ります。従来、財務コストについては、支払利息等を各報告セグメントに配賦しておりましたが、セグメント業績

の管理をより連結財務諸表に近いレベルで行うことに変更したため、当連結会計年度より当該配賦を行わない方法

に変更しております。 

 そのため、前連結会計年度のセグメント情報を変更後の算定方法による数値に組み替えて表示しております。 

      

（セグメント情報等）

セグメント情報
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで） 

（注）１.セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはな

っていないため記載しておりません。 

   ２.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

 当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで） 

（注）１.セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはな

っていないため記載しておりません。 

   ２.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

    

（単位：百万円） 

  （単位：百万円） 

  
報告セグメント 

合計 
電子部品事業 電子・電気機器事業 工業薬品事業 その他の事業 

 売上高   

 外部顧客への売上高 88,549 19,691 7,883  22 116,147

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
― ― 0  668 668

    計 88,549 19,691 7,883  691 116,816

 セグメント利益 2,316 1,302 576  15 4,211

 その他の項目  

 減価償却費 358 59 150 ― 569

  （単位：百万円） 

  
報告セグメント 

合計 
電子部品事業 電子・電気機器事業 工業薬品事業 その他の事業 

 売上高   

 外部顧客への売上高 83,951 18,308 9,545  18 111,823

 セグメント間の 

 内部売上高又は振替高 
― ― ―  678 678

    計 83,951 18,308 9,545  696 112,501

 セグメント利益 1,707 1,055 343  14 3,120

 その他の項目  

 減価償却費 346 52 146 ― 545

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  116,816  112,501

連結会社間取引消去  △668  △678

連結財務諸表の売上高  116,147  111,823

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  4,211  3,120

のれんの償却額  △45  △17

その他の調整額  56  △1

連結財務諸表の営業利益  4,221  3,101
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（注） １．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

    ２．１株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,880.69 円 1,992.53

１株当たり当期純利益金額 円 102.64 円 91.74

  
前連結会計年度 

（平成23年４月１日から 
平成24年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成24年４月１日から 

平成25年３月31日まで） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益        （百万円）  2,243  2,005

普通株主に帰属しない金額 （百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益 （百万円）  2,243  2,005

普通株式の期中平均株式数（株）  21,858,626  21,858,558

（重要な後発事象）
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