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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 24,278 7.7 364 75.4 530 62.5 284 85.5
25年3月期第3四半期 22,536 △10.2 207 △64.5 326 △52.2 153 △53.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 409百万円 （164.2％） 25年3月期第3四半期 155百万円 （△45.9％）

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3四半期 19.63 19.62
25年3月期第3四半期 10.43 10.42

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3四半期 23,497 16,206 69.0 1,122.31
25年3月期 23,617 16,177 68.5 1,100.07
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 16,204百万円 25年3月期 16,177百万円

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
平成26年3月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 11円00銭 記念配当5円00銭
配当予想の修正につきましては、本日（平成26年2月12日）公表いたしました「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」をご参照ください。

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 ― 3.00 ― 12.00 15.00
26年3月期 ― 5.00 ―
26年3月期（予想） 16.00 21.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
通期の連結業績予想の修正につきましては、本日（平成26年2月12日）公表いたしました「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」をご参照く
ださい。

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 32,900 8.3 600 55.8 810 48.5 440 0.6 30.40



(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４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。
・平成26年３月期の連結業績予想に記載の１株当たり当期純利益の計算の基礎となる期中平均株式数につきましては、本書提出日前日までの新株予約権の
行使による増加株式数を反映させて算出しております。

※ 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
②①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3Q 15,152,600 株 25年3月期 15,152,600 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 714,419 株 25年3月期 446,619 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 14,483,541 株 25年3月期3Q 14,696,181 株
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当第３四半期連結累計期間（平成25年4月１日～平成25年12月31日）における当社グループを取り巻く

景況は、米国では緩やかな回復が継続し、欧州では一部景況改善の兆しが見られたものの、アジアでは中

国の景気拡大が鈍化する等、成長は抑制されました。一方、国内においては、政府の金融政策や財政政策

を背景とした企業収益や個人消費の改善等の影響により回復傾向が続きました。

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は、半導体の微細化投

資、液晶製造に関する設備投資の増加や、太陽光発電システムに関する投資の継続が一部見られました

が、製造業において国内設備投資の慎重傾向は継続しております。

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、省エネ関連機器や太陽光発電システム等のエネルギー市場や医療

機器関連市場への取り組み等を行うとともに経費の見直しを進めて、利益の確保に努めてまいりました。

以上のように販売面とコスト面から様々な施策を実施してまいりました結果、当第３四半期連結累計期

間の売上高は２４２億７８百万円（前年同四半期比7.7％増）、営業利益は３億６４百万円（前年同四半

期比75.4％増）、経常利益は５億３０百万円（前年同四半期比62.5％増）、四半期純利益は２億８４百万

円（前年同四半期比85.5％増）と前年同四半期に比べ増収増益となりました。

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

駆動機器、大型ＰＬＣ等が減少いたしましたが、グラフィック操作パネル、センサー等が増加し、売

上高は１２６億７２百万円（前年同四半期比12.8％増）となりました。

② 情報・通信機器分野

システムラック、ＯＡ機器等が増加いたしましたが、パソコン、ＦＡコンピュータ等が減少し、売上

高は２１億９百万円（前年同四半期比0.0％減）となりました。

③ 電子・デバイス機器分野

半導体、スイッチングパワーサプライ等が減少いたしましたが、コネクター等が増加し、売上高は２

２億６２百万円（前年同四半期比17.2％増）となりました。

④ 電設資材分野

分電盤、ボックス、電線ケーブル等が増加いたしましたが、空調機器、ダクト等が減少し、売上高は

７２億３３百万円（前年同四半期比0.3％減）となりました。

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
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① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第３四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１億１９百万円減少し、２３４

億９７百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて６億２０百万円減少し、１５８億８６百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金の増加５億８４百万円、在庫の増加１億７１百万円、現金及び預金

の減少６億５４百万円、有価証券の減少４億９９百万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５億円増加し、７６億１１百万円となりました。

これは主に、東京都国分寺市に建設中の立川マンション(仮称)の建設仮勘定の増加２億５１百万円、

リース資産(有形)の取得による増加１億２百万円によるものであります。

（負債）

当第３四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１億４９百万円減少し、７２億９

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４億４百万円減少し、５５億７９百万円となりました。

これは主に、短期借入金(１年内返済長期借入金)の減少１億９３百万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２億５５百万円増加し、１７億１１百万円となりました。

これは主に、長期借入金の増加１億９百万円によるものであります。

（純資産）

当第３四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２９百万円増加し、１６２億６

百万円となりました。

これは主に、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益の計上２億８４百万円と、未払配当金の支払

２億４８百万円によるものであります。なお、自己資本比率は69.0％となりました。

（２）財政状態に関する説明
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② キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四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１６億５４百万円減少し、４０億３０百万円となりました。当第３四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２億１８百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は９億５０

百万円の増加）

これは主に、税金等調整前四半期純利益５億２１百万円の増加要因、売上債権の増加５億７２百万円、

たな卸資産の増加１億６９百万円、法人税等の支払額２億２３百万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９億４１百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は０百万円

の増加）

これは主に、有形固定資産の取得による支出４億１２百万円、有価証券の取得による支出５億円による

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５億１１百万円の減少となりました。（前年同四半期における資金は６億４９

百万円の減少）

これは主に、長期借入金の返済による支出３億３３百万円、配当金の支払額２億４８百万円によるもの

であります。

平成26年３月期第４四半期におきましては、日本企業の国内設備投資に対する慎重傾向は続いてお

り、景気は緩やかに回復すると見込んでおります。

当社グループの主力顧客であります電気機器、電子部品、産業機械業界では、半導体・液晶製造装置

関連を中心とした主要顧客において、当第３四半期会計期間と同水準の売上高を予想しております。最

近の業績動向を踏まえ、通期連結業績予想を修正いたします。

なお、本日（平成26年２月12日）「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」を公表

しております。

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。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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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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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,702,835 4,048,163

受取手形及び売掛金 8,897,948 9,482,167

有価証券 999,501 500,000

商品 1,529,750 1,701,020

その他 378,083 156,110

貸倒引当金 △889 △938

流動資産合計 16,507,230 15,886,523

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,225,404 2,150,412

土地 3,835,613 3,911,613

その他（純額） 84,438 428,259

有形固定資産合計 6,145,456 6,490,284

無形固定資産 91,205 100,646

投資その他の資産

その他 915,451 1,065,578

貸倒引当金 △41,605 △45,060

投資その他の資産合計 873,846 1,020,518

固定資産合計 7,110,508 7,611,450

資産合計 23,617,739 23,497,973

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,893,636 4,858,360

短期借入金 376,638 183,616

未払法人税等 107,437 90,000

賞与引当金 127,346 75,777

その他 479,156 372,075

流動負債合計 5,984,214 5,579,829

固定負債

長期借入金 170,401 279,944

退職給付引当金 1,073,785 1,161,956

その他 211,781 269,294

固定負債合計 1,455,967 1,711,195

負債合計 7,440,182 7,291,024
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,819,230 1,819,230

資本剰余金 1,538,568 1,540,416

利益剰余金 12,944,795 12,980,591

自己株式 △184,576 △321,090

株主資本合計 16,118,017 16,019,147

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 59,877 163,978

為替換算調整勘定 △338 21,051

その他の包括利益累計額合計 59,539 185,029

新株予約権 － 2,771

純資産合計 16,177,556 16,206,948

負債純資産合計 23,617,739 23,497,973
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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４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 22,536,746 24,278,334

売上原価 19,149,799 20,650,353

売上総利益 3,386,947 3,627,981

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 247,091 270,446

給料手当及び賞与 1,512,741 1,497,796

株式報酬費用 － 19,059

法定福利費 209,561 209,055

退職給付費用 89,614 88,707

賃借料 164,653 173,006

減価償却費 136,177 134,212

貸倒引当金繰入額 13,319 3,653

賞与引当金繰入額 68,963 75,777

役員賞与引当金繰入額 13,500 －

退職給付引当金繰入額 55,763 147,767

その他 667,828 644,167

販売費及び一般管理費合計 3,179,214 3,263,649

営業利益 207,732 364,332

営業外収益

受取利息 1,949 3,662

受取配当金 5,747 8,642

仕入割引 131,914 146,767

為替差益 1,770 14,787

その他 22,900 29,204

営業外収益合計 164,282 203,065

営業外費用

支払利息 11,217 5,454

手形売却損 18,401 16,880

売上割引 13,727 11,094

その他 2,213 3,623

営業外費用合計 45,561 37,052

経常利益 326,453 530,345

特別利益

固定資産売却益 17,688 －

投資有価証券売却益 3,793 5,558

特別利益合計 21,482 5,558
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

特別損失

固定資産売却損 25,268 1,150

固定資産除却損 23,433 12,984

投資有価証券売却損 255 98

投資有価証券評価損 221 －

ゴルフ会員権評価損 11,464 －

特別損失合計 60,642 14,232

税金等調整前四半期純利益 287,293 521,671

法人税、住民税及び事業税 37,974 208,738

法人税等調整額 96,053 28,635

法人税等合計 134,027 237,373

少数株主損益調整前四半期純利益 153,265 284,297

四半期純利益 153,265 284,297
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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４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 153,265 284,297

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △288 104,100

為替換算調整勘定 2,102 21,389

その他の包括利益合計 1,813 125,490

四半期包括利益 155,079 409,787

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 155,079 409,787
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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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31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 287,293 521,671

減価償却費 136,177 134,212

株式報酬費用 － 19,059

賞与引当金の増減額（△は減少） △93,633 △51,569

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,930 88,171

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,869 3,112

受取利息及び受取配当金 △7,697 △12,305

支払利息 11,217 5,454

為替差損益（△は益） △236 △1,732

投資有価証券評価損益（△は益） 221 －

投資有価証券売却損益（△は益） △3,538 △5,459

有形固定資産売却損益（△は益） 7,579 －

無形固定資産売却損益（△は益） － 1,150

有形固定資産除却損 23,433 12,984

ゴルフ会員権評価損 11,464 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,460,569 △572,681

たな卸資産の増減額（△は増加） 134,306 △169,224

仕入債務の増減額（△は減少） △869,488 △40,243

その他 45,260 67,496

小計 1,193,230 96

利息及び配当金の受取額 7,282 10,706

利息の支払額 △10,841 △5,335

法人税等の支払額 △238,887 △223,665

営業活動によるキャッシュ・フロー 950,783 △218,197

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 △21,968 △412,761

有形固定資産の売却による収入 50,865 －

無形固定資産の取得による支出 △8,338 △30,033

無形固定資産の売却による収入 － 7,700

有価証券の取得による支出 － △500,000

投資有価証券の取得による支出 △16,537 △23,196

投資有価証券の売却による収入 5,545 16,447

敷金及び保証金の差入による支出 △5,929 △7,582

敷金及び保証金の回収による収入 2,311 7,733

定期預金の払戻による収入 513,000 －

定期預金の預入による支出 △518,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 947 △941,694
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

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 △7,398 －

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △440,169 △333,479

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10,942 △28,135

自己株式の取得による支出 － △150,985

配当金の支払額 △190,932 △248,501

新株予約権の行使による株式の発行による収入 24 32

財務活動によるキャッシュ・フロー △649,418 △511,069

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,989 16,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 304,302 △1,654,174

現金及び現金同等物の期首残高 4,170,493 5,684,337

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,474,795 4,030,163
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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４月１日  至  平成25年12月31日) 

該当事項はありません。

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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。

（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）
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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３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

前年同期比（％）

ＦＡ機器 11,291,534 15.8％

情報・通信機器 1,783,822 2.9％

電子・デバイス機器 1,967,156 21.4％

電設資材 5,777,058 △2.3％

合計 20,819,571 9.5％
 

(２)販売実績   （単位：千円）

品目名
当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

前年同期比（％）

ＦＡ機器 12,672,677 12.8％

情報・通信機器 2,109,397 △0.0％

電子・デバイス機器 2,262,527 17.2％

電設資材 7,233,733 △0.3％

合計 24,278,334 7.7％
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