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1. 平成29年12月期第1四半期の連結業績（平成29年1月1日～平成29年3月31日）

(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12月期第1四半期 3,049 △12.4 18 △39.0 23 △16.1 10 △56.9

28年12月期第1四半期 3,482 △31.6 29 △13.5 28 △24.4 23 △10.9

（注）包括利益 29年12月期第1四半期　　△46百万円 （―％） 28年12月期第1四半期　　△127百万円 （―％）

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12月期第1四半期 0.81 ―

28年12月期第1四半期 1.87 ―

(2) 連結財政状態

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12月期第1四半期 6,214 2,581 41.5 207.34

28年12月期 6,603 2,653 40.2 213.09

（参考）自己資本 29年12月期第1四半期 2,581百万円 28年12月期 2,653百万円

2. 配当の状況

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12月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

29年12月期 ―

29年12月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

（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29年12月期の連結業績予想（平成29年 1月 1日～平成29年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

通期 14,000 3.9 70 △7.5 5.62

（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

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年12月期1Q 12,451,300 株 28年12月期 12,451,300 株

② 期末自己株式数 29年12月期1Q 70 株 28年12月期 70 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期1Q 12,451,230 株 28年12月期1Q 12,451,230 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、
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「連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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１四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）におけるわが国の経済は、企業収益や

設備投資に改善が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。その一方で、米国新政府の施策に対する警戒感、

不安定な国際情勢など、景気を下押しするリスクが多数存在しており、先行きは引き続き不透明な状況にあります。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、30億49百万円（前年同期比△４億32百万円 12.4％減）、売上

総利益も３億47百万円（前年同期比△31百万円 8.3％減）となりました。

営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても、それぞれ18百万円（前年同期比△11百

万円 39.0％減）、23百万円（前年同期比△４百万円 16.1％減）、10百万円（前年同期比△13百万円 56.9％減）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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３億88百万円減少し、62億14百万円となり

ました。これは流動資産のたな卸資産が46百万円、流動資産の「その他」が55百万円増加したのに対し、現金及び預

金が１億30百万円、受取手形及び売掛金が３億31百万円減少したのが主な要因であります。

負債合計は、３億17百万円減少し、36億32百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が２億67百万円、1年内

返済予定の長期借入金が27百万円、流動負債の「その他」が33百万円、長期借入金が21百万円減少したのが主な要因

であります。

純資産の部は、71百万円減少の25億81百万円となり、自己資本比率は41.5％となっております。

（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２月15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。

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

該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,371,661 2,241,598

受取手形及び売掛金 2,687,094 2,355,264

たな卸資産 695,094 741,619

その他 126,421 181,716

貸倒引当金 △1,025 △2,879

流動資産合計 5,879,246 5,517,319

固定資産

有形固定資産 472,482 448,155

無形固定資産 14,980 14,533

投資その他の資産

その他 557,854 552,877

貸倒引当金 △320,952 △318,264

投資その他の資産合計 236,902 234,612

固定資産合計 724,364 697,301

資産合計 6,603,611 6,214,620

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,068,108 2,800,226

短期借入金 232,980 228,285

1年内返済予定の長期借入金 122,883 95,680

未払法人税等 30,189 29,198

賞与引当金 － 29,541

役員賞与引当金 － 3,134

その他 212,080 178,419

流動負債合計 3,666,242 3,364,485

固定負債

長期借入金 50,310 28,830

退職給付に係る負債 151,017 154,055

役員退職慰労引当金 38,931 38,931

資産除去債務 16,781 16,790

その他 27,066 29,869

固定負債合計 284,107 268,476

負債合計 3,950,349 3,632,962

純資産の部

株主資本

資本金 650,000 650,000

資本剰余金 65,801 65,801

利益剰余金 1,922,057 1,907,200

自己株式 △15 △15

株主資本合計 2,637,843 2,622,986

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,318 6,037

為替換算調整勘定 43,465 △14,556

退職給付に係る調整累計額 △33,366 △32,808

その他の包括利益累計額合計 15,417 △41,328

純資産合計 2,653,261 2,581,658

負債純資産合計 6,603,611 6,214,620
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 3,482,342 3,049,954

売上原価 3,103,579 2,702,807

売上総利益 378,763 347,147

販売費及び一般管理費 349,021 329,003

営業利益 29,742 18,144

営業外収益

受取利息 1,550 1,927

受取配当金 1,079 1,065

為替差益 － 1,636

その他 867 2,690

営業外収益合計 3,498 7,319

営業外費用

支払利息 2,216 1,494

為替差損 2,684 －

その他 140 317

営業外費用合計 5,041 1,812

経常利益 28,198 23,651

特別利益

子会社清算益 7,305 －

特別利益合計 7,305 －

特別損失

固定資産除却損 － 1,375

特別損失合計 － 1,375

税金等調整前四半期純利益 35,504 22,275

法人税、住民税及び事業税 11,697 9,578

法人税等調整額 514 2,651

法人税等合計 12,211 12,230

四半期純利益 23,292 10,045

親会社株主に帰属する四半期純利益 23,292 10,045
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益 23,292 10,045

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △199 719

為替換算調整勘定 △151,240 △58,022

退職給付に係る調整額 524 557

その他の包括利益合計 △150,915 △56,745

四半期包括利益 △127,622 △46,700

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △127,622 △46,700
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（３）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。

（追加情報）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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。
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