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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 28,304 △12.3 132 △39.0 162 △34.8 38 △74.1

23年3月期第1四半期 32,262 21.6 216 52.8 249 28.1 147 29.3

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 38百万円 （△47.0％） 23年3月期第1四半期 73百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.26 ―

23年3月期第1四半期 12.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 41,032 8,435 20.6
23年3月期 36,051 8,572 23.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,432百万円 23年3月期  8,567百万円

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

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 67,300 △0.1 600 5.7 650 8.4 550 38.1 47.03
通期 152,000 16.5 1,650 63.4 1,700 54.1 1,250 17.2 106.89



(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。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 12,076,358 株 23年3月期 12,076,358 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 382,198 株 23年3月期 382,198 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,694,160 株 23年3月期1Q 11,694,160 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月～平成23年６月）におけるわが国経済は、東日本大震災の影響によ

り生産や輸出が急激に落ち込みましたが、部品の供給体制復旧等により徐々に回復傾向となっております。しか

しながら依然として電力不足の懸念、欧州での財政不安をはじめとする海外経済の変調による金融不安、円高

等、企業の経営環境は厳しい状況が続いております。 

エレクトロニクス・情報通信分野におきましては、震災に伴う部品不足の影響により、デジタルカメラでは減

産傾向が見られ、自動車においてもカーエレクトロニクス製品に影響が出ております。一方、薄型ＴＶはアナロ

グ放送停波に伴う買い替え需要が旺盛であり、携帯電話においてはスマートフォンが新興国市場で好調、ＰＣは

タブレットＰＣを中心に堅調に推移しました。 

このような状況下、当社グループではリチウムイオンバッテリー、フッ素化学製品の受注が好調でしたが、震

災の影響による顧客の生産減により、デジタル家電、カーオーディオ向けを中心に販売金額が減少致しました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は28,304百万円（前年32,262百万円 前年同期比12.3％減）と

なりました。利益面につきましては、経常利益は162百万円（前年249百万円 前年同期比34.8％減）、当期純利

益は38百万円（前年147百万円 前年同期比74.1％減）となりました。  
  
事業部門の概況は、次のとおりであります。 

①半導体事業 

 半導体事業につきましては、携帯電話向けカメラモジュールの販売の健闘もありましたが、震災によりデジタ

ルカメラ、カーオーディオ向けを中心に販売金額が減少となりました。 

その結果、半導体事業の売上高は16,660百万円（前期比14.0％減）となりました。 

②デバイス事業 

 デバイス事業につきましては、リチウムイオンバッテリー、フッ素化学製品が堅調に推移し、前期より取扱い

を開始したＬＥＤ照明の販売が寄与しましたが、震災により、液晶パネルを中心に販売数量減となりました。 

その結果、デバイス事業の売上高は10,659百万円（前期比13.1％減）となりました。 

③システム・サポート事業  

 システム・サポート事業につきましては、ワンセグモジュール及びハンディーターミナルの販売が堅調に推移

しました。また、新規にスマートメータービジネスを開始したことに加え、計測機器ビジネスでは、ガスモニタ

案件が販売増に大きく貢献しました。 

その結果、システム・サポート事業の売上高は985百万円（前年比58.7％増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から4,981百万円増加し41,032百万円となりまし

た。これは主に売上債権とたな卸資産が増加したことによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末から5,117百万円増加し32,596百万円となりました。これは主に短期借入金が増

加したことによるものです。  

 純資産合計は、前連結会計年度末より136百万円減少し8,435百万円となっております。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により、合理的な算定が困難であ

ったことから未定としておりましたが、 近の状況および業績動向を踏まえ、下記のとおり予想を決定いたしまし

た。 

平成24年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成23年９月30日）  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 
四半期純利益 

今回修正予想 百万円 67,300 百万円 600 百万円 650 百万円 550 47.03円 

(前年同四半期増減率) (△0.1％) (5.7％) (8.4％) (38.1％) － 
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（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。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,444,076 2,286,862

受取手形及び売掛金 17,654,253 20,338,877

たな卸資産 8,508,383 10,948,131

繰延税金資産 662,353 549,683

その他 448,467 613,540

貸倒引当金 △28 △27

流動資産合計 29,717,506 34,737,067

固定資産   

有形固定資産 3,733,801 3,695,382

無形固定資産   

ソフトウエア 66,102 59,983

その他 198,175 202,071

無形固定資産合計 264,278 262,054

投資その他の資産   

投資有価証券 51,807 53,661

長期貸付金 367,588 364,461

繰延税金資産 910,748 954,131

その他 1,113,121 1,073,788

貸倒引当金 △107,396 △107,976

投資その他の資産合計 2,335,869 2,338,066

固定資産合計 6,333,948 6,295,503

資産合計 36,051,455 41,032,570
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,433,669 17,293,806

短期借入金 4,084,061 9,562,329

1年内返済予定の長期借入金 940,000 940,000

未払法人税等 145,296 34,840

賞与引当金 325,300 307,589

製品保証引当金 8,653 8,653

その他 580,377 757,366

流動負債合計 23,517,358 28,904,584

固定負債   

長期借入金 2,650,000 2,450,000

繰延税金負債 26,496 24,777

退職給付引当金 343,074 363,740

負ののれん 799,304 722,836

その他 142,585 130,647

固定負債合計 3,961,460 3,692,002

負債合計 27,478,819 32,596,587

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,503,864 4,503,864

資本剰余金 1,699,398 1,699,398

利益剰余金 2,883,035 2,745,769

自己株式 △231,433 △231,433

株主資本合計 8,854,865 8,717,598

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,122 △5,568

繰延ヘッジ損益 △9,821 18,114

為替換算調整勘定 △271,436 △297,732

その他の包括利益累計額合計 △287,380 △285,186

少数株主持分 5,152 3,571

純資産合計 8,572,636 8,435,983

負債純資産合計 36,051,455 41,032,570
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 32,262,021 28,304,502

売上原価 30,643,915 26,744,269

売上総利益 1,618,106 1,560,233

販売費及び一般管理費 1,401,178 1,427,973

営業利益 216,927 132,259

営業外収益   

受取利息 914 1,096

受取配当金 825 706

デリバティブ評価益 18,436 2,659

負ののれん償却額 68,346 76,468

受取手数料 10,650 －

その他 18,647 18,801

営業外収益合計 117,821 99,732

営業外費用   

支払利息 24,104 22,017

債権売却損 28,911 15,846

為替差損 20,804 17,771

その他 11,143 13,601

営業外費用合計 84,964 69,237

経常利益 249,784 162,754

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 33,390 －

減損損失 － 31,103

事務所移転費用 － 14,644

その他 － 13,225

特別損失合計 33,390 58,973

税金等調整前四半期純利益 216,394 103,781

法人税、住民税及び事業税 23,371 17,244

法人税等調整額 65,713 49,972

法人税等合計 89,085 67,216

少数株主損益調整前四半期純利益 127,309 36,564

少数株主損失（△） △20,135 △1,581

四半期純利益 147,445 38,146
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 127,309 36,564

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,425 554

繰延ヘッジ損益 23,500 27,936

為替換算調整勘定 △71,220 △26,296

その他の包括利益合計 △54,145 2,194

四半期包括利益 73,163 38,759

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 89,858 40,340

少数株主に係る四半期包括利益 △16,695 △1,581
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 該当事項はありません。  

  

  

当社グループは、半導体・電子部品の販売を主たる事業としている専門商社であり、報告すすべきセグメント

が１つのみであるため、セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

 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）セグメント情報等

（５）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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