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1.  平成25年9月期第2四半期の業績（平成24年10月1日～平成25年3月31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9月期第2四半期 28,610 △9.4 33 △49.3 618 295.8 382 866.4
24年9月期第2四半期 31,571 △20.0 65 ― 156 ― 39 ―

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9月期第2四半期 155.19 ―
24年9月期第2四半期 15.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第2四半期 17,947 5,963 33.2
24年9月期 20,035 5,660 28.3
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  5,963百万円 24年9月期  5,660百万円

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9月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
25年9月期 ― 0.00
25年9月期（予想） ― 35.00 35.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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 60,000 △11.1 100 △50.6 700 459.0 430 ― 174.69



(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   ：  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9月期2Q 2,529,100 株 24年9月期 2,529,100 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 67,583 株 24年9月期 67,553 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 2,461,528 株 24年9月期2Q 2,515,213 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予想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、当社とし
てその実現を約束する趣旨のものではありません。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)４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1)経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成 24 年 10 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）における世界経済は、

欧州債務問題は依然不安定な状況であることや、中国及び新興国の経済成長ペースが鈍化して

いることなど厳しい状況が続いております。 

このような環境のもと、当社におきましては既存取引の強化及び新規顧客の獲得や取扱商品

の拡大に積極的に取り組み収益性の向上を目指してまいりましたが、スマートフォン向け半導

体やＴＦＴパネルの需要は堅調だったものの、ＯＤＤ（オプティカル・ディスク・ドライブ）

市場の縮小やＬＣＤモジュール事業が低調に推移したこと等により売上高は 286 億 10 百万円

（前年同四半期比 9.4％減）となりました。 

利益につきましては、営業利益が 33 百万円（前年同四半期比 49.3％減）となりましたが、

円安の進行により為替差益が 5億 97 百万円発生したため経常利益は 6億 18百万円（前年同四

半期比 295.8％増）となりました。また四半期純利益は 3億 82百万円（前年同四半期比 866.4%

増）となりました。 

当第２四半期累計期間における事業部門別概況は以下のとおりであります。 

 

① 半導体事業 

半導体事業は、スマートフォン向け半導体の需要が引き続き旺盛で、薄型ＴＶ向け半導体の

需要も堅調であったことから売上は好調に推移しました。 

以上の結果、売上高は 93億 63百万円 (前年同四半期比 18.1％増)となりました。 

 

② 電子デバイス事業 

スマートフォンやタブレット端末の需要拡大によりＰＣ需要が減少したためＯＤＤ市場が

低迷し、主力製品であるＯＰＵ(オプティカル・ピック・アップ)の売上が低調に推移しました。 
以上の結果、売上高は 59億 13百万円（前年同四半期比 17.7％減）となりました。 

 

③ ＬＣＤモジュール事業 

ＬＣＤモジュール事業は、弊社の製品が採用されたスマートフォンの販売が低迷したため、

売上は前年同期に比べ低調に推移しました。 
以上の結果、売上高は 40億 99百万円（前年同四半期比 37.3％減）となりました。 

 

④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、顧客の需要動向に適合した部品供給体制を維持できたことにより、売

上は堅調に推移いたしました。 

以上の結果、売上高は 86億 45百万円(前年同四半期比 4.4％増)となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業は、ソーラーパネル販売が始まったもののバッテリーセルビジネスの減少等に

より、売上は大幅に低迷いたしました。 

以上の結果、売上高は 5億 88百万円（前年同四半期比 63.9％減）となりました。 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

①当第２四半期末の資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、現金及び預金が９億９百万円増加したものの、売掛

金が19億26百万円、商品が９億21百万円それぞれ減少したこと等により、179億47百万円(前

事業年度末比20億88百万円減)となりました。 

(負債) 

当第２四半期会計期間末の負債は、買掛金が16億16百万円、短期借入金が10億43百万円そ

れぞれ減少したこと等により、119億83百万円(前事業年度末比23億91百万円減)となりまし

た。 

 (純資産) 

当第２四半期会計期間末の純資産は、四半期純利益により利益剰余金が３億82百万円増加

したこと、剰余金の配当に伴う利益剰余金の減少が86百万円あったこと等により、59億63百

万円(前事業年度末比３億３百万円増)となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活

動、投資活動、財務活動による各キャッシュ・フローが合計で９億９百万円増加し、17億73

百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、18億96百万円（前年同四

半期は資金の減少９億30百万円）となりました。 

これは主に、売上債権の減少額19億25百万円、たな卸資産の減少額９億21百万円、仕入債

務の減少額16億16百万円等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) 

当第２四半期累計期間において投資活動に使用した資金は、１百万円（前年同四半期は資

金の減少６百万円）となりました。 

これは主に、従業員に対する長期貸付金の回収による収入４百万円、無形固定資産の取得

による支出４百万円等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) 

当第２四半期累計期間において財務活動に使用した資金は、11億50百万円（前年同四半期

は資金の増加５億９百万円）となりました。 

これは主に、短期借入金の純減少額10億60百万円、配当金の支払いによる支出85百万円等
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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9月期の業績予想につきましては、平成25年5月8日に「為替差益の計上及び業績予 

想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の業績予想に変更はございません。 

今後の経済情勢及び業績の推移により、通期の業績見通しについて見直しが必要になった場

合には速やかに開示いたします。 

 

２．サマリ―情報（注記事項）に関する事項 

(1)四半期財務諸表の作成に特有な会計処理の適用 

 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 

（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１四半期会計期間より、平成 24年 10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。 

これによる当第２四半期累計期間の損益への影響は軽微であります。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 866,684 1,775,854

売掛金（純額） 12,439,837 10,513,494

商品 4,134,527 3,212,841

その他 696,590 714,338

流動資産合計 18,137,639 16,216,527

固定資産

有形固定資産 1,341,741 1,331,070

無形固定資産 24,715 24,783

投資その他の資産 531,297 374,785

固定資産合計 1,897,754 1,730,638

資産合計 20,035,394 17,947,166

負債の部

流動負債

買掛金 5,911,115 4,294,620

短期借入金 7,743,199 6,700,000

未払法人税等 2,944 130,704

賞与引当金 42,761 38,633

役員賞与引当金 20,000 －

その他 155,634 323,000

流動負債合計 13,875,655 11,486,959

固定負債

退職給付引当金 66,815 69,637

役員退職慰労引当金 287,284 286,918

投資損失引当金 96,640 93,846

その他 48,587 46,292

固定負債合計 499,328 496,694

負債合計 14,374,983 11,983,653

純資産の部

株主資本

資本金 550,450 550,450

資本剰余金 2,382,670 2,382,670

利益剰余金 2,763,015 3,058,864

自己株式 △41,043 △41,060

株主資本合計 5,655,092 5,950,924

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,318 12,588

評価・換算差額等合計 5,318 12,588

純資産合計 5,660,410 5,963,513

負債純資産合計 20,035,394 17,947,166
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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10月１日
至 平成24年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 31,571,221 28,610,927

売上原価 30,744,699 27,861,289

売上総利益 826,521 749,638

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 256,522 268,822

退職給付費用 9,815 13,738

役員退職慰労引当金繰入額 8,613 6,940

賞与引当金繰入額 26,681 32,597

その他 459,026 394,160

販売費及び一般管理費合計 760,658 716,259

営業利益 65,862 33,379

営業外収益

受取利息及び配当金 959 1,105

為替差益 122,243 597,112

その他 23,260 25,998

営業外収益合計 146,464 624,216

営業外費用

支払利息 34,894 28,126

支払手数料 17,792 8,407

その他 3,398 2,680

営業外費用合計 56,085 39,214

経常利益 156,241 618,382

特別損失

固定資産除却損 46 －

貸倒引当金繰入額 450 －

特別損失合計 496 －

税引前四半期純利益 155,745 618,382

法人税、住民税及び事業税 4,639 126,506

法人税等調整額 111,575 109,872

法人税等合計 116,215 236,378

四半期純利益 39,529 382,003
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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10月１日
至 平成24年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年10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

税引前四半期純利益 155,745 618,382

減価償却費 23,004 16,785

長期前払費用償却額 360 180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,598 430

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,230 △4,127

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,500 △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,243 2,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,613 △366

長期未払金の増減額（△は減少） － △179

受取利息及び受取配当金 △959 △1,105

支払利息 34,894 28,126

為替差損益（△は益） 9,581 △150,624

有形固定資産除却損 46 －

匿名組合投資損益（△は益） △1,816 △2,793

売上債権の増減額（△は増加） △770,546 1,925,912

たな卸資産の増減額（△は増加） △933,558 921,685

仕入債務の増減額（△は減少） 280,477 △1,616,494

その他 317,506 205,446

小計 △896,025 1,924,079

利息及び配当金の受取額 942 1,106

利息の支払額 △34,641 △28,229

法人税等の支払額 △338 △750

営業活動によるキャッシュ・フロー △930,062 1,896,205

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 △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △2,195 △1,137

無形固定資産の取得による支出 △7,360 △4,619

従業員に対する長期貸付けによる支出 △1,394 －

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 2,584 4,118

長期預り保証金の返還による支出 △9,893 －

長期預り保証金の受入による収入 12,367 －

差入保証金の差入による支出 △1,349 △500

差入保証金の回収による収入 487 598

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,754 △1,541

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） 643,161 △1,060,999

リース債務の返済による支出 △4,142 △3,277

自己株式の取得による支出 △41,012 △16

配当金の支払額 △88,309 △85,939

財務活動によるキャッシュ・フロー 509,697 △1,150,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,838 164,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405,281 909,169

現金及び現金同等物の期首残高 870,011 864,663

現金及び現金同等物の四半期末残高 464,730 1,773,832

㈱ﾌｰﾏｲｽﾀｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(3165) 平成25年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結)

－ 7 －



(4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 

 

(6) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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