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1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期第2四半期 18,989 △4.0 371 △38.4 477 △33.1 306 △32.3
28年3月期第2四半期 19,772 12.3 603 ― 713 ― 452 ―

（注）包括利益 29年3月期第2四半期 291百万円 （△33.8％） 28年3月期第2四半期 439百万円 （―％）

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

29年3月期第2四半期 20.99 20.92
28年3月期第2四半期 31.33 31.13

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

29年3月期第2四半期 26,552 16,307 61.4 1,115.85
28年3月期 25,942 16,525 63.7 1,131.10
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 16,302百万円 28年3月期 16,519百万円

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

28年3月期 ― 20.00 ― 35.00 55.00
29年3月期 ― 10.00
29年3月期（予想） ― 25.00 35.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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
親会社株主に帰属する

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 39,800 1.5 890 △10.8 1,160 △4.5 740 0.3 50.99



(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
半期連結財務諸表に対する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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「（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。

※ 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期2Q 15,152,600 株 28年3月期 15,152,600 株
② 期末自己株式数 29年3月期2Q 542,966 株 28年3月期 547,966 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期2Q 14,608,246 株 28年3月期2Q 14,453,218 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年９月30日）における当社グループを取り巻く景況は、新

興国の景気回復の遅れによる世界経済の減速懸念、米国の利上げに対する慎重姿勢の高まり、英国のＥＵ離脱問題に

端を発する不透明感により、設備投資の抑制が継続しております。

当社グループの主力販売先である電気機器・電子部品・産業機械業界においては、半導体・液晶製造装置関連の主

要顧客で半導体の微細化・積層化に伴う生産増や液晶製造関連機器の生産増の動きが見られ当第２四半期連結会計期

間から徐々に回復しておりますが、全般的には低調に推移しました。

こうした環境のもと、当社グループは「もの造りサポーティングカンパニー」として、顧客ニーズに直結した営業

活動と業務改善の推進による品質の更なる向上、商品安定供給のための在庫拡充等を継続するとともに、メカトロ商

材の拡販、エネルギーインフラ市場・メディカル市場・ＩｏＴ関連市場への営業活動強化を継続してまいりました。

また、４月には「コンポーネンツ福岡営業所」「コンポーネンツ多摩営業所」「諏訪営業所」を新設し、マーケット

の新規開拓と深耕を強力に推し進めてまいりました。

以上の施策を実施することにより利益の確保に努めてまいりましたが、当第２四半期連結累計期間の売上高は１８

９億８９百万円（前年同四半期比4.0％減）、営業利益は３億７１百万円（前年同四半期比38.4％減）、経常利益は４

億７７百万円（前年同四半期比33.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億６百万円（前年同四半期比

32.3％減）と前年同四半期に比べ減収減益となりました。

なお、前第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日～平成27年９月30日）においては、特定案件の売上高１０億

５０百万円を計上するとともに対応する受注損失引当金を取り崩しており、営業利益ならびに経常利益については１

億７９百万円の増加要因となっております。親会社株主に帰属する四半期純利益への影響は軽微でありました。

上記を考慮しない場合、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期に比べ1.4％増となりました。これは、

主に半導体・液晶製造装置関連顧客の生産増による売上高の増加によるものです。また、営業利益は12.3％減、経常

利益は10.7％減となりました。これは、人件費の増加や税制改正の影響による販売費および一般管理費の増加による

ものです。

また、当社グループの商品分野別の売上高につきましては、次のとおりであります。

① ＦＡ機器分野

センサー、電源、制御盤、温度調節器等が増加いたしましたが、制御機器等が減少し、売上高は１０６億６０

百万円（前年同四半期比3.9％減）となりました。

② 情報・通信機器分野

無停電電源装置、ルーター等が増加いたしましたが、パソコン本体、ソフト等が減少し、売上高は１６億５２

百万円（前年同四半期比3.3％減）となりました。

③ 電子・デバイス機器分野

コネクター、ＥＭＩ対策商品が増加し、売上高は１９億２９百万円（前年同四半期比11.3％増）となりました。

④ 電設資材分野

環境配慮型商品、電線ケーブル、低圧設備等が減少し、売上高は４７億４７百万円（前年同四半期比9.4％減）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて６億９百万円増加し、２６５億５２百万円

となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて６億６４百万円増加し、１８６億１２百万円となりました。

　これは主に、有価証券の増加１０億円、在庫の増加３億２１百万円、現金及び預金の減少５億１４百万円、受取

手形及び売掛金の減少４億１百万円によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて５４百万円減少し、７９億３９百万円となりました。

　これは主に、減価償却による減少９６百万円によるものであります。
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（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて８億２７百万円増加し、１０２億４４百万円

となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて４億１０百万円増加し、７３億７１百万円となりました。

　これは主に、電子記録債務の増加１１億４４百万円、支払手形及び買掛金の減少７億５１百万円によるものであ

ります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて４億１６百万円増加し、２８億７２百万円となりました。

　これは主に、長期借入金の増加４億４４百万円によるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて２億１７百万円減少し、１６３億７百万円

となりました。

これは主に、当第２四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益の計上３億６百万円と、未払配当

金の支払５億１１百万円によるものであります。なお、自己資本比率は61.4％となりました。

② キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から

５億１４百万円減少し、３６億５８百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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）

　営業活動の結果、資金は３億７８百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は５億４０百万円の

増加）

　これは主に、税金等調整前四半期純利益４億７６百万円、法人税等の支払額１億４百万円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）

　投資活動の結果、資金は１０億２７百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は５億１６百万円

の減少）

　これは主に、有価証券の取得による支出１０億円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）

　財務活動の結果、資金は１億６２百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は４億６５百万円の

増加）

　これは主に、長期借入れによる収入１０億円、長期借入金の返済による支出３億５百万円、配当金の支払額５億

１１百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期第３四半期以降においては、全般的に景気は緩やかに回復するものの、先行きの不透明感は引き

続き継続するものと見込んでおります。

当社グループの主要販売先であります電気機器・電子部品・産業機械業界では、半導体の微細化・積層化を中心

とした投資は継続し、全般的に回復傾向で推移すると思われますが、力強い回復とはならないものと見込んでおり

ます。

平成29年３月期第３四半期累計期間ならびに通期の業績予想については、平成28年５月10日に「平成28年3月期決

算短信[日本基準]（連結）」で公表いたしました予想数値から修正はありません。

なお、上記に記載した業績予想等は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績等は

様々な要因により変動する場合があります。
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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

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

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,190,889 3,676,042

受取手形及び売掛金 10,219,401 9,818,357

電子記録債権 1,149,416 1,417,567

有価証券 - 1,000,000

商品 1,949,526 2,271,449

その他 440,917 431,165

貸倒引当金 △2,262 △2,237

流動資産合計 17,947,888 18,612,344

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,183,670 2,134,264

土地 3,911,613 3,911,613

その他（純額） 1,096,947 1,076,982

有形固定資産合計 7,192,230 7,122,860

無形固定資産 99,538 86,905

投資その他の資産

その他 742,902 772,408

貸倒引当金 △40,036 △42,239

投資その他の資産合計 702,865 730,169

固定資産合計 7,994,635 7,939,935

資産合計 25,942,523 26,552,279

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,261,297 4,509,680

電子記録債務 47,263 1,191,478

短期借入金 570,112 820,144

未払法人税等 125,356 216,826

賞与引当金 188,554 204,179

役員賞与引当金 51,000 27,500

その他 717,477 401,720

流動負債合計 6,961,060 7,371,528

固定負債

長期借入金 1,179,279 1,623,355

役員株式給付引当金 - 1,087

退職給付に係る負債 1,081,992 1,075,129

その他 194,902 173,368

固定負債合計 2,456,174 2,872,940

負債合計 9,417,235 10,244,469
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,819,230 1,819,230

資本剰余金 1,575,316 1,635,264

利益剰余金 13,339,812 13,135,324

自己株式 △246,351 △303,377

株主資本合計 16,488,007 16,286,442

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 21,828 31,658

為替換算調整勘定 43,730 1,122

退職給付に係る調整累計額 △34,231 △17,114

その他の包括利益累計額合計 31,327 15,667

新株予約権 5,953 5,700

純資産合計 16,525,287 16,307,809

負債純資産合計 25,942,523 26,552,279
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 19,772,592 18,989,836

売上原価 16,782,696 16,116,313

売上総利益 2,989,896 2,873,523

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 212,241 221,786

給料手当及び賞与 1,007,121 1,004,363

株式報酬費用 2,087 1,087

法定福利費 177,029 176,308

退職給付費用 76,918 100,771

賃借料 158,572 161,355

減価償却費 93,140 88,682

貸倒引当金繰入額 - 2,177

賞与引当金繰入額 168,712 204,179

役員賞与引当金繰入額 13,980 27,500

その他 476,857 513,525

販売費及び一般管理費合計 2,386,660 2,501,739

営業利益 603,235 371,784

営業外収益

受取利息 1,196 893

受取配当金 2,673 2,441

仕入割引 109,003 103,825

為替差益 2,777 -

その他 27,246 29,337

営業外収益合計 142,896 136,498

営業外費用

支払利息 4,378 4,912

手形売却損 10,855 6,088

売上割引 5,103 4,903

為替差損 - 4,682

減価償却費 9,218 8,244

その他 2,856 1,949

営業外費用合計 32,412 30,780

経常利益 713,719 477,501

特別利益

新株予約権戻入益 25 -

特別利益合計 25 -

特別損失

固定資産除却損 - 503

特別損失合計 - 503

税金等調整前四半期純利益 713,745 476,998

法人税、住民税及び事業税 104,179 184,356

法人税等調整額 156,713 △14,032

法人税等合計 260,893 170,323

四半期純利益 452,851 306,674

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 452,851 306,674
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 452,851 306,674

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,625 9,830

為替換算調整勘定 4,036 △42,608

退職給付に係る調整額 4,170 17,117

その他の包括利益合計 △13,418 △15,660

四半期包括利益 439,433 291,014

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 439,433 291,014

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 713,745 476,998

減価償却費 102,359 96,927

株式報酬費用 2,087 -

受注損失引当金の増減額（△は減少） △419,576 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,455 15,625

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,980 △23,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,202 △6,863

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） - 1,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,119 2,177

受取利息及び受取配当金 △3,869 △3,335

支払利息 4,378 4,912

為替差損益（△は益） 2 122

有形固定資産除却損 - 503

新株予約権戻入益 △25 -

売上債権の増減額（△は増加） 554,190 118,287

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,266,779 △324,578

仕入債務の増減額（△は減少） △850,930 396,873

その他 △588,535 △270,584

小計 783,809 484,653

利息及び配当金の受取額 4,013 3,500

利息の支払額 △4,393 △4,989

法人税等の支払額 △242,434 △104,766

営業活動によるキャッシュ・フロー 540,994 378,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △493,345 △8,066

無形固定資産の取得による支出 △17,450 △3,960

有価証券の取得による支出 - △1,000,000

投資有価証券の取得による支出 △5,695 △18,154

敷金及び保証金の差入による支出 △2,412 △2,339

敷金及び保証金の回収による収入 2,236 4,834

投資活動によるキャッシュ・フロー △516,667 △1,027,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △200,058 △305,892

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△23,882 △22,828

配当金の支払額 △360,953 △511,162

新株予約権の行使による株式の発行による
収入

50,623 2,670

財務活動によるキャッシュ・フロー 465,728 162,787

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,825 △28,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 491,881 △514,847

現金及び現金同等物の期首残高 4,675,307 4,172,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,167,189 3,658,042
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（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）

　 該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自

平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

　 当社グループは、電機・電子部品販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。
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４．補足情報

仕入及び販売の状況

(１)仕入実績 （単位：千円）

品目名
当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年９月30日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 9,667,907 12.6

情報・通信機器 1,420,166 △1.5

電子・デバイス機器 1,605,041 12.0

電設資材 3,748,515 △7.6

合計 16,441,631 6.0

（注） １ 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

(２)販売実績 （単位：千円）

品目名
当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年９月30日）
前年同期比（％）

ＦＡ機器 10,660,292 △3.9

情報・通信機器 1,652,390 △3.3

電子・デバイス機器 1,929,477 11.3

電設資材 4,747,675 △9.4

合計 18,989,836 △4.0

（注） １ 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。
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