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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第２四半期  63,151  19.3  1,764  16.8  1,884  15.5  1,198  21.1

25年３月期第２四半期  52,943  △3.3  1,510  △30.1  1,631  △28.1  990  △22.0

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 2,074百万円（ ％） 499.5   25年３月期第２四半期 346百万円 （ ％） 956.2

  
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 

26年３月期第２四半期  54.85  －

25年３月期第２四半期  45.31  －

  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 

26年３月期第２四半期  78,040  45,190  57.9  2,067.42

25年３月期  74,176  43,553  58.7  1,992.53

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 45,190百万円   25年３月期 43,553百万円 

  
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 

25年３月期  － 15.00 － 20.00  35.00

26年３月期  － 15.00     

26年３月期（予想）     － 20.00  35.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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、対前期増減率）

  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 

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

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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） 26年３月期２Ｑ 24,137,213株 25年３月期 24,137,213株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 2,278,715株 25年３月期 2,278,724株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 21,858,480株 25年３月期２Ｑ 21,858,605株

 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連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。

 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、四半期決算短信[添付資料]3ページ「1.当

四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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、前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、前四半期連

結累計期間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。



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  10

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  10

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  10

伯東株式会社　平成26年３月期　第２四半期決算短信

1



（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府によるデフレ対策の効果が徐々に現れ始め、所得増加

への期待感等に後押しされて、高額商品の販売、商品単価の上昇等において個人消費の活性化傾向が見られまし

た。また、為替相場も一時の円高が解消されて以降安定しており、輸出産業を中心に企業業績に回復傾向が見られ

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は、液晶ＴＶやコンパクトデジタルカメラの出荷状況

は引き続き低迷し、特に国内においては国産スマートフォンの生産撤退等もあり、総じて明るい話題に欠ける状況

でした。 

また、ケミカル業界は原油価格の高騰に加えて、円安傾向であったこともあり、引き続き苦戦を強いられる状況

でした。 

このような環境下において、当社グループの販売実績は、全セグメントにおいて第１四半期に続いて堅調を維持

しており、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は631億51百万円（前年同期比19.3%増)となりました。 

損益面につきましては、円安の影響等から利益率の低下が見られましたが、売上高の上昇による絶対額の増加に

より、連結売上総利益は94億25百万円（同11.2%増）となりました。連結販売費及び一般管理費は、基幹系電算シス

テムの更新による減価償却費の増加、賞与引当金等により76億60百万円（同10.0%増）となり、連結営業利益は17億

64百万円（同16.8%増）、連結経常利益は18億84百万円（同15.5%増）、連結四半期純利益は11億98百万円（同21.1%

増）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、車載関連部品やスマートフォン関連部品の需要は引き続き好調でありました。また、光通信

関連部品はスマートフォンの普及拡大に伴う通信容量増加対策として、基地局向け需要が増大し、販売は堅調とな

りました。太陽光発電関連では事業用、個人住宅用の両方において旺盛な需要を背景に好調に推移いたしました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は483億55百万円（前年同期比20.6%増）となりました。また、セグ

メント利益は11億42百万円（同65.2%増）となりました。 

  

［電子・電気機器事業］ 

電子・電気機器分野においては、サイクロトロン装置、伯東製電子部品製造装置の販売がありました。また、ア

ジア市場において露光装置の販売が堅調であったことから、当第２四半期連結累計期間の売上高は96億６百万円

（前年同期比16.8%増)となりましたが、円安による輸入商品原価の上昇を主因として、セグメント利益は３億39百

万円（同34.8%減)となりました。 

  

［工業薬品事業］ 

工業薬品分野では、石油・石油化学関連で触媒、重合禁止剤の販売が伸長し、当第２四半期連結累計期間の売上

高は51億83百万円（前年同期比12.4%増)、セグメント利益は２億43百万円（同15.0%増)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。当第２四半期連結累計期間

の売上高は３億60百万円（前年同期比3.3%増）、セグメント利益は３百万円（同78.1%減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

①連結財政状態の状況  

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産が38億64百万円増加いたしま

した。これは主に、機械及び装置（純額）が11億51百万円、現金及び預金が10億65百万円、商品及び製品が10億41

百万円増加したためであります。 

 負債は前連結会計年度末と比較して22億27百万円増加し、328億50百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が17億８百万円、長期借入金が５億28百万円増加したことによるものです。 

 純資産は前連結会計年度末と比較して16億37百万円増加し、451億90百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が７億61百万円、その他有価証券評価差額金が５億75百万円増加したことによるものです。 

  

②連結キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間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

１．当四半期決算に関する定性的情報
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ーは19億38百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは10億79百万円の支出、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは３億99百万円の収入となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して13億45百万円

増加し、当第２四半期末は116億13百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 たな卸資産の増加８億55百万円等の支出要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益18億97百万円、仕入債

務の増加16億17百万円、売上債権の減少８億59百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは19億

38百万円の収入となりました。なお、前年同四半期には法人税の支払額等により56百万円の支出となっておりまし

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４億21百万円の収入がありましたが、有形固定資産の取得による支出12億59百万円、

無形固定資産の取得による支出１億52百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは10億79百万円の支出

となりました。なお、前年同四半期には無形固定資産の取得による支出等により、13億15百万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159億28百万円、長期借入金の返済による支出12億57百万円、配当金の支払による

支出４億37百万円等の支出要因がありましたが、短期借入れによる収入160億60百万円、長期借入れによる収入20

億円により、財務活動によるキャッシュ・フローは３億99百万円の収入となりました。なお、前年同四半期には、

長・短期借入金における（純）調達額による支出12億41百万円、配当金の支払による支出４億37百万円等により、

17億18百万円の支出となっておりました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第２四半期連結累計期間の実績は、ほぼ想定通りに推移しておりますので、平成25年５月８日に公表した通期

の業績予想は変更しておりません。 

今後、業績予想に変更が生じた場合には、適切に開示してまいります。   

   

  

（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,364 12,430

受取手形及び売掛金 29,613 29,082

有価証券 0 －

商品及び製品 15,830 16,871

仕掛品 40 63

原材料及び貯蔵品 394 360

繰延税金資産 714 752

その他 1,862 2,225

貸倒引当金 △134 △151

流動資産合計 59,686 61,635

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,594 1,536

機械及び装置（純額） 260 1,411

土地 3,493 3,493

その他（純額） 1,197 1,225

有形固定資産合計 6,545 7,667

無形固定資産 1,509 1,456

投資その他の資産   

投資有価証券 5,869 6,695

繰延税金資産 39 53

その他 645 656

投資損失引当金 △80 △86

貸倒引当金 △38 △37

投資その他の資産合計 6,435 7,281

固定資産合計 14,489 16,405

資産合計 74,176 78,040
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,619 13,328

電子記録債務 2,198 2,368

短期借入金 5,921 6,301

リース債務 75 79

未払法人税等 610 653

賞与引当金 772 919

製品保証引当金 22 4

その他 3,423 2,379

流動負債合計 24,644 26,035

固定負債   

長期借入金 4,003 4,532

リース債務 160 149

繰延税金負債 1,377 1,663

退職給付引当金 346 374

役員退職慰労引当金 36 40

その他 53 53

固定負債合計 5,978 6,814

負債合計 30,622 32,850

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 30,205 30,967

自己株式 △4,184 △4,184

株主資本合計 41,612 42,374

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,166 2,741

繰延ヘッジ損益 77 72

為替換算調整勘定 △303 2

その他の包括利益累計額合計 1,940 2,816

純資産合計 43,553 45,190

負債純資産合計 74,176 78,040
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 52,943 63,151

売上原価 44,468 53,725

売上総利益 8,474 9,425

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,322 2,450

賞与引当金繰入額 749 836

退職給付費用 278 271

その他 3,613 4,102

販売費及び一般管理費合計 6,963 7,660

営業利益 1,510 1,764

営業外収益   

受取利息 12 16

受取配当金 118 161

持分法による投資利益 74 35

その他 36 26

営業外収益合計 243 239

営業外費用   

支払利息 57 52

為替差損 42 48

その他 22 19

営業外費用合計 122 120

経常利益 1,631 1,884

特別利益   

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 16 15

子会社清算益 0 －

受取補償金 140 －

その他 4 4

特別利益合計 164 20

特別損失   

固定資産除売却損 27 1

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 145 －

会員権売却損 0 －

投資損失引当金繰入額 － 5

特別損失合計 173 7

税金等調整前四半期純利益 1,621 1,897

法人税等 631 698

少数株主損益調整前四半期純利益 990 1,198

四半期純利益 990 1,198
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 990 1,198

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △280 575

繰延ヘッジ損益 △33 △5

為替換算調整勘定 △325 305

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 0

その他の包括利益合計 △644 875

四半期包括利益 346 2,074

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 346 2,074
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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 1,621 1,897

減価償却費 260 373

賞与引当金の増減額（△は減少） 28 143

受取利息及び受取配当金 △131 △177

支払利息 57 52

持分法による投資損益（△は益） △74 △35

固定資産除売却損益（△は益） 26 0

会員権売却損益（△は益） 0 －

投資有価証券売却損益（△は益） △16 △15

投資有価証券評価損益（△は益） 145 －

子会社清算損益（△は益） △0 －

受取補償金 △140 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △52 15

売上債権の増減額（△は増加） △59 859

たな卸資産の増減額（△は増加） △455 △855

仕入債務の増減額（△は減少） △247 1,617

その他 △270 △1,415

小計 690 2,460

利息及び配当金の受取額 142 188

利息の支払額 △59 △55

補償金の受取額 140 －

法人税等の支払額 △971 △654

営業活動によるキャッシュ・フロー △56 1,938

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 △472 △109

定期預金の払戻による収入 81 421

有形固定資産の取得による支出 △196 △1,259

有形固定資産の売却による収入 13 1

無形固定資産の取得による支出 △656 △152

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

投資有価証券の売却による収入 62 24

ゴルフ会員権の取得による支出 △7 －

子会社株式の取得による支出 △153 －

関係会社株式の取得による支出 △4 －

子会社の清算による収入 14 －

その他 7 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,315 △1,079
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

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 15,701 16,060

短期借入金の返済による支出 △16,179 △15,928

リース債務の返済による支出 △39 △37

長期借入れによる収入 500 2,000

長期借入金の返済による支出 △1,263 △1,257

自己株式の増減額（△は増加） △0 0

配当金の支払額 △437 △437

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,718 399

現金及び現金同等物に係る換算差額 △176 86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,266 1,345

現金及び現金同等物の期首残高 12,539 10,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,272 11,613
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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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

     

   当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

  

   ２．報告セグメント合計額と四半期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） 

   

   

   

（４）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （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   40,100  8,226  4,611  349  53,287

セグメント利益  691  521  212  16  1,441

  （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   48,355  9,606  5,183  360  63,505

セグメント利益  1,142  339  243  3  1,729

売上高 
前第２四半期 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 

報告セグメント計  53,287  63,505

セグメント間取引消去  △344  △354

四半期連結財務諸表の売上高  52,943  63,151

利益 
前第２四半期 
連結累計期間  

当第２四半期 
連結累計期間  

報告セグメント計  1,441  1,729

のれんの償却額  △8  △2

その他の調整額  77  37

四半期連結財務諸表の営業利益  1,510  1,764
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