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1.  平成25年1月期第3四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年10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 ％

25年1月期第3四半期 64,784 0.2 614 △43.8 663 △46.6 340 △51.2
24年1月期第3四半期 64,636 △9.9 1,094 △4.9 1,242 △6.1 697 △30.4

（注）包括利益 25年1月期第3四半期 103百万円 （△56.6％） 24年1月期第3四半期 237百万円 （―％）

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

25年1月期第3四半期 13.18 13.13
24年1月期第3四半期 26.11 ―

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1月期第3四半期 71,714 60,534 84.3 2,341.87
24年1月期 70,602 61,155 86.6 2,367.83
（参考） 自己資本   25年1月期第3四半期  60,483百万円 24年1月期  61,155百万円

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

24年1月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年1月期 ― 15.00 ―
25年1月期（予想） 15.00 30.00

3. 平成25年1月期の連結業績予想（平成24年2月1日～平成25年1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   

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 86,000 1.0 650 △52.6 750 △52.8 400 △54.5 15.49



(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当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）３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   ：  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） 25年1月期3Q 28,800,000 株 24年1月期 29,800,000 株
② 期末自己株式数 25年1月期3Q 2,972,786 株 24年1月期 3,972,232 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期3Q 25,827,441 株 24年1月期3Q 26,718,155 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における国内経済は、デフレ社会の継続により 終需要が依然低迷する中、欧州債

務問題の長期化や中国経済の減速などもあり、製造業を中心に厳しさを増しています。 

当社グループが属するエレクトロニクス業界は、産業向け及び民生向けを中心に調整局面にある半導体関連が

依然厳しい状況で推移しました。また、コンピュータ関連については、クラウドコンピューティングやセキュリ

ティへの関心は引き続き高いものの、企業のＩＴ設備投資に一服感が見え始めており、今後の動向に注視が必要

な状況にあります。 

このような環境の中で当社グループは、主力商品の各種半導体や、システム情報機器・ネットワーク関連商品

等の販売、さらには中長期的な収益の拡大に向けた高付加価値型のサービス・ソリューションの展開に努めてま

いりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は647億84百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は６億14

百万円（前年同期比43.8％減）、経常利益は６億63百万円（前年同期比46.6％減）、四半期純利益は３億40百万

円（前年同期比51.2％減）となりました。 

売上高の品目別の概況は次のとおりです。 

（半導体） 

売上高は331億90百万円で、前年同期より15億24百万円（4.4％）減少しました。 

・集積回路の売上高は227億80百万円で、前年同期より１億92百万円(0.9％)増加しました。 

これは、パソコン向けＭＰＵが増加したためです。 

・半導体素子の売上高は104億10百万円で、前年同期より17億16百万円（14.2％）減少しました。 

これは、産業機器向けパワー半導体や光半導体が減少したためです。 

（システム情報機器） 

売上高は249億36百万円で、前年同期より10億４百万円（4.2％）増加しました。 

これは、パソコン向けソフトウェアが増加したためです。 

（電子部品他） 

売上高は66億56百万円で、前年同期より６億68百万円（11.2％）増加しました。 

これは、タブレット端末向け液晶モジュールが増加したためです。 

セグメントの業績概況は次のとおりです。 

① 日本 

アミューズメント機器向け映像出力製品や産業機器向け半導体が減少したことにより、外部顧客への売上高は

537億16百万円となり、前年同期より11億72百万円（2.1％）減少し、営業利益は５億32百万円となり、前年同期

より３億84百万円（41.9％）減少しました。 

② アジア 

タブレット端末向け液晶モジュールが増加したことにより、外部顧客への売上高は110億67百万円となり、前年

同期より13億20百万円（13.6％）増加しましたが、低採算案件の比率が高まったことにより営業利益は86百万円

となり、前年同期より92百万円（51.8％）減少しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産は717億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億12百万円増加しま

した。これは、主に商品及び製品が増加したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は111億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億33百万円増加しま

した。これは、主に支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は605億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億21百万円減少し

ました。これは、主に利益剰余金が減少したことによるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成24年８月24日に公表いたしました平成25年１月期の通期業績予

想を以下のとおり修正いたします。 

  
売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

１株当たり 

当期純利益 

（円）  

前回（平成24年８月24日） 

発表予想（Ａ） 
93,000 1,400 1,530  880 34.07

今回発表予想（Ｂ）  86,000 650 750  400 15.49

増減額（Ｂ－Ａ）  △7,000 △750 △780  △480 ―

増減率（％）  △7.5 △53.6 △51.0  △54.5 ―

前期（平成24年１月期）実績 85,108 1,372 1,588  879 33.00



（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。 

（４）追加情報 

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上 

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上 

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月 

４日）を適用しております。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,337 12,057

受取手形及び売掛金 21,694 21,731

有価証券 10,999 14,000

商品及び製品 11,277 13,440

繰延税金資産 115 127

その他 759 1,253

貸倒引当金 △19 △21

流動資産合計 58,163 62,589

固定資産   

有形固定資産 239 281

無形固定資産 342 620

投資その他の資産   

投資有価証券 10,511 6,894

繰延税金資産 85 137

その他 1,262 1,194

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 11,856 8,224

固定資産合計 12,439 9,125

資産合計 70,602 71,714

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,275 9,389

未払法人税等 423 30

未払消費税等 108 12

賞与引当金 90 181

その他 541 575

流動負債合計 8,439 10,188

固定負債   

退職給付引当金 890 894

その他 116 96

固定負債合計 1,006 991

負債合計 9,446 11,180



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,672 13,672

資本剰余金 13,336 13,336

利益剰余金 39,446 37,903

自己株式 △4,402 △3,294

株主資本合計 62,052 61,617

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 307 186

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △1,203 △1,320

その他の包括利益累計額合計 △896 △1,133

新株予約権 － 50

純資産合計 61,155 60,534

負債純資産合計 70,602 71,714



（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 64,636 64,784

売上原価 58,659 59,181

売上総利益 5,976 5,602

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 － 1

給料及び賞与 1,871 1,953

賞与引当金繰入額 216 181

退職給付費用 155 138

賃借料 329 320

減価償却費 153 119

その他 2,154 2,274

販売費及び一般管理費合計 4,881 4,988

営業利益 1,094 614

営業外収益   

受取利息 102 107

受取配当金 21 39

仕入割引 11 6

その他 30 22

営業外収益合計 165 176

営業外費用   

売上割引 1 1

為替差損 10 100

固定資産廃棄損 4 10

その他 0 15

営業外費用合計 16 127

経常利益 1,242 663

特別利益   

貸倒引当金戻入額 103 －

特別利益合計 103 －

特別損失   

貸倒損失 143 －

投資有価証券評価損 22 －

訴訟関連費用 8 －

特別損失合計 174 －

税金等調整前四半期純利益 1,172 663

法人税、住民税及び事業税 447 322

法人税等調整額 27 0

法人税等合計 474 322

少数株主損益調整前四半期純利益 697 340

四半期純利益 697 340



（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 697 340

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △251 △120

繰延ヘッジ損益 9 0

為替換算調整勘定 △217 △116

その他の包括利益合計 △459 △236

四半期包括利益 237 103

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 237 103

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。 

① 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年２月１日 至 平成23年10月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

（単位：百万円）

 （注）１．調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

② 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年２月１日 至 平成24年10月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

（単位：百万円）

 （注）１．調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

平成24年２月23日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づき、平成24年３月２日付で自己株式

1,000,000株を消却いたしました。これにより、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ11億８百万円減少しておりま

す。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

   

 報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ 

日本 アジア 合計 

売上高         

外部顧客への売上高  54,889  9,746  64,636  －  64,636

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,024  119  4,143  △4,143  －

計  58,913  9,866  68,779  △4,143  64,636

セグメント利益  916  178  1,095  △1  1,094

   

 報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ 

日本 アジア 合計 

売上高         

外部顧客への売上高  53,716  11,067  64,784  －  64,784

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,739  168  3,908  △3,908  －

計  57,456  11,236  68,692  △3,908  64,784

セグメント利益  532  86  618  △4  614

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）品目別売上高 

４．補足情報

  

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年２月１日 

  至 平成23年10月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年２月１日 

  至 平成24年10月31日） 
増減額 

（百万円） 

 金額（百万円）  構成比（％）  金額（百万円）  構成比（％） 

半導体 

集積回路  22,588  34.9  22,780  35.1  192

半導体素子  12,126  18.8  10,410  16.1  △1,716

小  計  34,714  53.7  33,190  51.2  △1,524

システム情報機器  23,932  37.0  24,936  38.5  1,004

電子部品他  5,988  9.3  6,656  10.3  668

合   計  64,636  100.0  64,784  100.0  148
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