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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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3月期第1四半期 7,777 △15.4 77 △72.9 116 △63.9 60 △65.2

24年3月期第1四半期 9,191 8.4 285 42.5 321 38.3 174 △7.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 69百万円 （△61.5％） 24年3月期第1四半期 180百万円 （4.1％）

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3月期第1四半期 4.13 4.13
24年3月期第1四半期 11.95 11.90

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3月期第1四半期 23,423 15,812 67.5 1,076.16
24年3月期 24,291 15,889 65.4 1,081.43

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,799百万円 24年3月期  15,876百万円

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  ：  有  
 

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3月期 ― 4.00 ― 10.00 14.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 4.00 ― 6.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

第2四半期(累計) 15,650 △8.9 200 △59.0 300 △45.8 160 △47.8 10.90
通期 33,400 △1.6 560 △40.7 770 △31.7 420 △27.8 28.61



(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、 
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仮定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「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   ：  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3月期1Q 15,152,600 株 24年3月期 15,152,600 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 471,119 株 24年3月期 471,119 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 14,681,481 株 24年3月期1Q 14,616,981 株
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当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）における当社グループを取り巻く

景況は、欧州金融危機や長引く円高に加え、米国・中国の景気停滞等の影響により、低調に推移いたしま

した。 

 当社グループの主力顧客であります電気機器・電子部品・産業機械業界においても、半導体・ＦＰＤ製

造装置関連の主要取引先を中心に生産減や設備投資抑制の影響を受け、厳しい状況が続いております。 

 このような景況下で、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、商品の安定供給

や顧客ニーズに沿った納品体制の構築等を行うとともにローコストオペレーションを進めて、利益の確保

に努めてまいりましたが、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は７７億７７百万円（前年同四半

期比15.4％減）、営業利益は７７百万円（前年同四半期比72.9％減）、経常利益は１億１６百万円（前年

同四半期比63.9％減）、四半期純利益は６０百万円（前年同四半期比65.2％減）となりました。 

なお、当社グループの商品分野別の業績は次のとおりであります。 

①ＦＡ機器分野  

制御機器、センサー、駆動機器、表示機器等を中心に減少し、売上高は３９億３百万円（前年同四半

期比25.1％減）となりました。 

②情報・通信機器分野 

パソコン、ＯＳソフト等は増加しましたが、ネットワーク機器、システムラック等が減少し、売上高

は７億８４百万円（前年同四半期比0.3％減）となりました。 

③電子・デバイス機器分野 

基板搭載用電源、コネクタ等が減少し、売上高は６億６７百万円（前年同四半期比15.9％減）となり

ました。 

④電設資材分野 

ケーブルアクセサリー、電線・ケーブル等を中心に減少しましたが、ＬＥＤ照明、受配電設備等が増

加し、売上高は２４億２１百万円（前年同四半期比0.9％増）となりました。 

  

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
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① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第１四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８億６８百万円減少し、２３４

億２３百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて８億２３百万円減少し、１５１億１６百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の減少７３百万円、受取手形及び売掛金の減少４億９８百万円、在庫の減少

７８百万円によるものであります。 

(負債) 

当第１四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７億９１百万円減少し、７６億１

１百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて６億３２百万円減少し、６０億１１百万円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金の減少５億２百万円、未払法人税等の減少６１百万円によるものであ

ります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億５８百万円減少し、１５億９９百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の減少１億７１百万円によるものであります。 

(純資産) 

当第１四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７７百万円減少し、１５８億１

２百万円となりました。 

これは主に、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益の計上６０百万円と、未払配当金の支払１億

４６百万円によるものであります。なお、自己資本比率は67.5％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四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１０億７３百万円減少し、３０億９６百万円となりました。当第１四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２億４３百万円の増加となりました。（前年同四半期における資金は２億４９

百万円の減少） 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益１億８百万円、売上債権の減少５億１百万円、たな卸資産の減

少８１百万円の増加要因、仕入債務の減少５億４百万円、法人税等の支払額６５百万円の減少要因による

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１０億２０百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は４億２

１百万円の増加） 

 これは主に、定期預金の預入による支出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３億４百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は３億１１百

万円の減少） 

 これは主に、長期借入金の返済による支出１億４６百万円、配当金の支払額１億４６百万円によるもの

であります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成２５年３月期第２四半期におきましても、当社グループの主力顧客であります電気機器・電子部

品・産業機械業界での生産や設備投資の回復が遅れ、売上高は当初予想を下回る見込みです。 

 営業利益、経常利益、当期純利益につきましても、利益率の向上やローコストオペレーションの継続に

よるコスト削減に努めてまいりますが、売上高の減少をカバーするまでには至らないため、平成２４年５

月８日に公表いたしました平成２５年３月期の第２四半期累計業績予想を修正いたします。 

 第３四半期以降は、半導体製造装置関連の主要顧客をはじめとして、生産や設備投資も徐々に回復する

ものと予想しておりますが、予断を許さない状況が続くと思われます。 

 以上のような状況から、第３四半期以降も第２四半期累計業績の不足分をカバーできるまでは見込めな

いため、平成２５年３月期の通期業績予想を修正いたします。 

 詳細につきましては、本日（平成２４年８月６日）公表の「業績予想の修正および配当予想の修正に関

するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、本資料に記載されている業績予想等につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成した

ものであり、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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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。 

  

（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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,183,493 4,109,908

受取手形及び売掛金 9,756,739 9,258,215

商品 1,661,138 1,583,007

その他 339,472 166,257

貸倒引当金 △972 △920

流動資産合計 15,939,871 15,116,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,379,097 2,342,036

土地 4,921,212 4,921,212

その他（純額） 50,843 48,510

有形固定資産合計 7,351,153 7,311,760

無形固定資産 117,250 114,255

投資その他の資産   

その他 918,614 915,837

貸倒引当金 △34,902 △34,812

投資その他の資産合計 883,712 881,024

固定資産合計 8,352,117 8,307,040

資産合計 24,291,988 23,423,508

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,364,451 4,862,266

短期借入金 595,236 612,982

未払法人税等 74,450 13,084

賞与引当金 162,596 71,482

役員賞与引当金 15,000 4,500

その他 432,276 447,216

流動負債合計 6,644,010 6,011,531

固定負債   

長期借入金 547,039 375,886

退職給付引当金 1,036,747 1,050,504

その他 174,683 173,455

固定負債合計 1,758,470 1,599,845

負債合計 8,402,481 7,611,376
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６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 1,536,122 1,536,122

利益剰余金 12,698,289 12,612,174

自己株式 △194,701 △194,701

株主資本合計 15,858,940 15,772,825

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 34,891 35,742

為替換算調整勘定 △16,870 △8,982

その他の包括利益累計額合計 18,020 26,759

新株予約権 12,546 12,546

純資産合計 15,889,507 15,812,131

負債純資産合計 24,291,988 23,423,508
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,191,272 7,777,633

売上原価 7,748,785 6,622,006

売上総利益 1,442,487 1,155,627

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 89,788 83,500

給料手当及び賞与 476,235 463,054

法定福利費 72,862 65,074

退職給付費用 31,466 31,796

賃借料 53,999 54,914

減価償却費 53,715 44,830

賞与引当金繰入額 105,800 71,482

役員賞与引当金繰入額 12,253 4,500

退職給付引当金繰入額 15,373 18,587

その他 245,519 240,521

販売費及び一般管理費合計 1,157,014 1,078,262

営業利益 285,472 77,364

営業外収益   

受取利息 556 581

受取配当金 2,276 2,278

仕入割引 50,657 46,097

為替差益 － 1,627

その他 4,435 3,178

営業外収益合計 57,926 53,763

営業外費用   

支払利息 6,290 4,297

手形売却損 10,003 6,155

売上割引 4,287 3,888

為替差損 197 －

その他 859 522

営業外費用合計 21,638 14,863

経常利益 321,760 116,264

特別利益   

固定資産売却益 221,118 －

投資有価証券売却益 4,224 3,430

特別利益合計 225,343 3,430

特別損失   

固定資産売却損 106,881 －

投資有価証券評価損 349 189

ゴルフ会員権評価損 － 11,464

特別損失合計 107,231 11,653
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

税金等調整前四半期純利益 439,872 108,041

法人税、住民税及び事業税 21,082 8,719

法人税等調整額 244,121 38,622

法人税等合計 265,204 47,341

少数株主損益調整前四半期純利益 174,668 60,699

四半期純利益 174,668 60,699
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 174,668 60,699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,983 851

為替換算調整勘定 2,676 7,888

その他の包括利益合計 5,659 8,739

四半期包括利益 180,328 69,439

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 180,328 69,439
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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 439,872 108,041

減価償却費 53,715 44,830

賞与引当金の増減額（△は減少） △49,195 △91,114

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,747 △10,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,493 13,756

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,211 △280

受取利息及び受取配当金 △2,832 △2,860

支払利息 6,290 4,297

為替差損益（△は益） 390 155

投資有価証券評価損益（△は益） 349 189

投資有価証券売却損益（△は益） △4,224 △3,430

有形固定資産売却損益（△は益） △114,236 －

ゴルフ会員権評価損 － 11,464

売上債権の増減額（△は増加） △536,598 501,046

たな卸資産の増減額（△は増加） △131,669 81,455

仕入債務の増減額（△は減少） 382,863 △504,649

その他 232,616 157,373

小計 265,875 309,775

利息及び配当金の受取額 2,462 2,455

利息の支払額 △4,548 △3,041

法人税等の支払額 △513,230 △65,416

営業活動によるキャッシュ・フロー △249,440 243,773

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 △518 △16,896

有形固定資産の売却による収入 439,290 －

無形固定資産の取得による支出 － △800

投資有価証券の取得による支出 △22,746 △7,670

投資有価証券の売却による収入 9,485 4,703

敷金及び保証金の差入による支出 △1,818 △812

敷金及び保証金の回収による収入 1,100 1,015

定期預金の預入による支出 △3,000 △1,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 421,791 △1,020,460

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 － △7,836

長期借入金の返済による支出 △146,723 △146,723

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,149 △2,931

配当金の支払額 △160,786 △146,814

財務活動によるキャッシュ・フロー △311,659 △304,305

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,773 7,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137,534 △1,073,584

現金及び現金同等物の期首残高 4,665,781 4,170,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,528,246 3,096,908
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当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日)  

該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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。

  

  
 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

   該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(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。 

  

 
(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。 

  

  

  

  

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１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 3,377,363 △25.9

情報・通信機器 632,432 △9.5

電子・デバイス機器 574,663 △15.8

電設資材 1,958,027 0.9

合計 6,542,486 △17.0

(2)販売実績 (単位：千円)

品目名
当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日)

前年同期比（％）

ＦＡ機器 3,903,259 △25.1

情報・通信機器 784,601 △0.3

電子・デバイス機器 667,893 △15.9

電設資材 2,421,878 0.9

合計 7,777,633 △15.4
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