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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9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12月期第3四半期 13,320 △0.2 109 △8.5 136 12.4 98 191.9
24年12月期第3四半期 13,346 △1.8 120 △18.3 121 △12.4 33 △67.6

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 231百万円 （496.5％） 24年12月期第3四半期 38百万円 （△22.2％）

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

25年12月期第3四半期 7.87 ―
24年12月期第3四半期 2.70 ―

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12月期第3四半期 8,664 2,221 25.6 178.43
24年12月期 6,882 2,008 29.2 161.33
（参考） 自己資本  25年12月期第3四半期  2,221百万円 24年12月期  2,008百万円

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12月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 2.50 2.50

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,800 3.8 113 438.1 9.08



(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） 

※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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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）２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12月期3Q 12,451,300 株 24年12月期 12,451,300 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 70 株 24年12月期 70 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 12,451,230 株 24年12月期3Q 12,451,230 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、現政権による経済対策や金融緩和への期待感から

株価回復、円高の是正が進み、緩やかな景気回復基調となりました。しかしながら、新興国の景気減速

や輸入原材料価格の高騰も継続しており、先行きについては依然として楽観できない状況にあります。

このような状況のもと、当社グループはコンポーネント事業の拡大、OEM・EMS市場のシェアアップ、

アジア地域での事業拡張に努めました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、中国の景気減速の影響を受け、当該地域での

EMS事業の販売高が減少した結果、133億20百万円（前年同期比△26百万円 0.2%減）となりました。利

益面に関しても売上高減少の影響を受け、売上総利益は、11億30百万円（前年同期比△28百万円 2.4％

減）、営業利益は、１億９百万円（前年同期比△10百万円 8.5%減）となりました。経常利益は、為替

差益32百万円を計上した結果、１億36百万円（前年同期比+15百万円 12.4%増）となりました。 

四半期純利益は、前年同期に計上した繰延税金資産の取り崩しがなくなったため、98百万円（前年同

期比+64百万円 191.9%増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して17億82百万円増加し、86億64

百万円となりました。これは流動資産の現金及び預金が２億62百万円、受取手形及び売掛金が９億68百

万円、たな卸資産が４億82百万円増加したのが主な要因であります。 

負債合計は、15億69百万円増加し、64億43百万円となりました。これは買掛金が18億39百万円増加し

たのに対し、1年内返済予定の長期借入金が３億９百万円減少したのが主な要因であります。 

純資産の部は、四半期純利益の計上98百万円、その他の包括利益累計額の為替換算調整勘定の増加１

億32百万円等により、２億12百万円増加の22億21百万円となりました。 

  

平成25年２月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,241,840 2,504,772

受取手形及び売掛金 3,153,103 4,121,430

たな卸資産 570,189 1,052,269

その他 111,229 161,193

貸倒引当金 △14,805 －

流動資産合計 6,061,558 7,839,667

固定資産   

有形固定資産 590,967 579,788

無形固定資産 22,455 29,369

投資その他の資産   

その他 530,261 538,714

貸倒引当金 △322,809 △322,809

投資その他の資産合計 207,452 215,905

固定資産合計 820,875 825,064

資産合計 6,882,433 8,664,731

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,559,583 4,399,573

短期借入金 346,320 342,125

1年内返済予定の長期借入金 828,958 519,223

未払法人税等 24,261 38,952

賞与引当金 － 47,180

役員賞与引当金 － 9,000

その他 197,357 276,358

流動負債合計 3,956,481 5,632,414

固定負債   

長期借入金 627,315 543,415

退職給付引当金 106,549 98,947

役員退職慰労引当金 124,980 130,393

資産除去債務 14,701 14,878

その他 43,687 22,981

固定負債合計 917,235 810,615

負債合計 4,873,716 6,443,030
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 753,155 753,155

利益剰余金 1,464,253 1,543,626

自己株式 △15 △15

株主資本合計 2,217,393 2,296,766

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 749 2,083

為替換算調整勘定 △209,425 △77,148

その他の包括利益累計額合計 △208,676 △75,064

純資産合計 2,008,717 2,221,701

負債純資産合計 6,882,433 8,664,731
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 13,346,348 13,320,048

売上原価 12,187,422 12,189,400

売上総利益 1,158,925 1,130,647

販売費及び一般管理費 1,038,812 1,020,771

営業利益 120,112 109,876

営業外収益   

受取利息 2,698 3,808

受取配当金 957 －

保険解約返戻金 17,893 －

為替差益 － 32,053

受取賃貸料 2,485 2,507

その他 4,607 5,175

営業外収益合計 28,643 43,544

営業外費用   

支払利息 17,498 15,287

為替差損 7,692 －

デリバティブ評価損 35 －

その他 2,158 1,758

営業外費用合計 27,385 17,045

経常利益 121,370 136,376

特別利益   

固定資産売却益 4,127 1,316

特別利益合計 4,127 1,316

特別損失   

固定資産除却損 779 38

特別損失合計 779 38

税金等調整前四半期純利益 124,718 137,654

法人税、住民税及び事業税 40,968 39,894

法人税等調整額 50,162 △290

法人税等合計 91,130 39,604

少数株主損益調整前四半期純利益 33,587 98,049

四半期純利益 33,587 98,049
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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 33,587 98,049

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 401 1,334

為替換算調整勘定 4,847 132,277

その他の包括利益合計 5,248 133,611

四半期包括利益 38,836 231,660

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 38,836 231,660
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 該当事項はありません。 

  

当社グループの事業は、電子部品販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報について

は記載しておりません。 

  

   前第３四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30日) 

 
  

該当事項はありません。 

  

   当第３四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年９月30日) 

 
  

該当事項はありません。 

  

（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

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月29日
定時株主総会

普通株式 43,579 3.50 平成23年12月31日 平成24年３月30日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月28日
定時株主総会

普通株式 18,676 1.50 平成24年12月31日 平成25年３月29日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの
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