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1.  平成25年1月期第2四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年7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2四半期 44,688 1.3 458 △42.6 492 △45.9 239 △54.0
24年1月期第2四半期 44,136 △5.9 799 25.7 909 17.4 520 3.2

（注）包括利益 25年1月期第2四半期 244百万円 （△57.8％） 24年1月期第2四半期 579百万円 （―％）

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2四半期 9.26 9.23
24年1月期第2四半期 19.47 ―

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2四半期 70,172 61,063 86.9 2,362.32
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2四半期  61,012百万円 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  ：  無   

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 93,000 9.3 1,400 2.0 1,530 △3.7 880 0.1 34.07



(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2Q 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2Q 2,972,659 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2Q 25,827,536 株 24年1月期2Q 26,718,244 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、欧州債務問題の長期化に加えて米中景気の減速が危惧される

など世界景気の下振れ懸念が強まり、未だ本格的な回復には至っていない状況となっています。 

  当社グループが属するエレクトロニクス業界は、半導体関連が生産調整の一服と外部環境の好転を受け、車載

向けを中心に緩やかな回復が見られたものの、産業向け及び民生向けについては引き続き厳しい状況が継続しま

した。また、コンピュータ関連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も高まり、企業のＩＴ設

備投資に関しては引き続き堅調に推移しました。 

  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２四半期連結累計期間の売上高は446億88百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益は４億58

百万円（前年同期比42.6％減）、経常利益は４億92百万円（前年同期比45.9％減）、四半期純利益は２億39百万

円（前年同期比54.0％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230億４百万円で、前年同期より９億67百万円（4.0％）減少しました。 

・集積回路の売上高は158億１百万円で、前年同期より１億12百万円(0.7%)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72億２百万円で、前年同期より10億80百万円（13.0％）減少しました。 

これは、産業機器向け光半導体やパワー半導体が減少したためです。 

（システム情報機器） 

売上高は170億51百万円で、前年同期より８億33百万円（5.1％）増加しました。 

これは、サーバーを中心とするシステム案件が引き続き好調に推移したことに加えて、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46億33百万円で、前年同期より６億87百万円（17.4％）増加しました。 

これは、タブレット端末向け液晶パネ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

373億99百万円となり、前年同期より３億50百万円（0.9％）減少し、営業利益は４億38百万円となり、前年同期

より２億65百万円（37.7％）減少しました。 

② アジア 

タブレット端末向け液晶パネルやゲーム機向けメモリーが増加したことにより、外部顧客への売上高は72億89

百万円となり、前年同期より９億２百万円（14.1％）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31百万円となり、前年同期より84百万円（72.9％）減少しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産は701億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億30百万円減少しま

した。これは、主に投資有価証券が減少したことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は91億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億37百万円減少しま

した。これは、主に未払法人税等が減少したことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は610億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ92百万円減少しまし

た。これは、主にその他有価証券評価差額金が減少したことによるものです。 

② キャッシュ・フローの状況   

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、運転資金の増加や定期預金の預入等により94

億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億93百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が８億99百万円増加

したことによる運転資金の増加等により16億23百万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ46億87

百万円減少しました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出50億

円等により19億12百万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ37億23百万円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により３億89百

万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ９百万円増加しました。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点においては、平成24年８月24日に公表した数値から変更ありません。 
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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。 

（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 

当第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
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,337 14,443

受取手形及び売掛金 21,694 22,415

有価証券 10,999 14,000

商品及び製品 11,277 12,207

繰延税金資産 115 102

その他 759 809

貸倒引当金 △19 △21

流動資産合計 58,163 63,956

固定資産   

有形固定資産 239 238

無形固定資産 342 594

投資その他の資産   

投資有価証券 10,511 3,986

繰延税金資産 85 116

その他 1,262 1,282

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 11,856 5,382

固定資産合計 12,439 6,215

資産合計 70,602 70,172

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,275 7,268

未払法人税等 423 215

未払消費税等 108 7

賞与引当金 90 88

その他 541 535

流動負債合計 8,439 8,115

固定負債   

退職給付引当金 890 896

その他 116 97

固定負債合計 1,006 993

負債合計 9,446 9,109
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年７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 38,190

自己株式 △4,402 △3,294

株主資本合計 62,052 61,903

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 307 238

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △1,203 △1,129

その他の包括利益累計額合計 △896 △891

新株予約権 － 50

純資産合計 61,155 61,063

負債純資産合計 70,602 70,172
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 44,136 44,688

売上原価 40,116 40,874

売上総利益 4,019 3,814

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 － 2

給料及び賞与 1,279 1,336

賞与引当金繰入額 110 88

退職給付費用 103 92

賃借料 219 218

減価償却費 117 70

その他 1,388 1,547

販売費及び一般管理費合計 3,220 3,355

営業利益 799 458

営業外収益   

受取利息 68 67

受取配当金 21 23

仕入割引 7 4

その他 23 14

営業外収益合計 121 110

営業外費用   

売上割引 1 0

為替差損 6 71

固定資産廃棄損 4 3

その他 0 1

営業外費用合計 11 77

経常利益 909 492

特別利益   

貸倒引当金戻入額 101 －

特別利益合計 101 －

特別損失   

貸倒損失 143 －

訴訟関連費用 8 －

特別損失合計 151 －

税金等調整前四半期純利益 858 492

法人税、住民税及び事業税 274 232

法人税等調整額 64 20

法人税等合計 338 252

少数株主損益調整前四半期純利益 520 239

四半期純利益 520 239
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 520 239

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 △69

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 59 74

その他の包括利益合計 59 5

四半期包括利益 579 244

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 579 244

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７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 858 492

減価償却費 117 86

有形固定資産除売却損益（△は益） 4 3

為替差損益（△は益） 16 28

引当金の増減額（△は減少） △157 5

受取利息及び受取配当金 △90 △90

売上債権の増減額（△は増加） 1,536 △683

たな卸資産の増減額（△は増加） △327 △899

仕入債務の増減額（△は減少） 403 △49

未払消費税等の増減額（△は減少） 36 △101

その他 775 △58

小計 3,172 △1,266

利息及び配当金の受取額 94 84

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △203 △441

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,064 △1,623

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △5,000

定期預金の払戻による収入 － 2,000

有価証券の取得による支出 － △2,000

有価証券の償還による収入 2,000 4,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △142 △339

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △55 △602

その他 10 29

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,811 △1,912

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △399 △387

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △399 △389

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,446 △3,893

現金及び現金同等物の期首残高 11,646 13,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,093 9,443
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該当事項はありません。 

① 前第２四半期連結累計期間（自平成23年２月１日 至平成23年７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２四半期連結累計期間（自平成24年２月１日 至平成24年７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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  37,749  6,386  44,136  －  44,136

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,655  69  2,725  △2,725  －

計  40,405  6,456  46,861  △2,725  44,136

セグメント利益  704  116  820  △21  799

   

 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  37,399  7,289  44,688  －  44,688

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,701  97  2,799  △2,799  －

計  40,100  7,387  47,488  △2,799  44,688

セグメント利益  438  31  470  △11  458

（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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（１）品目別売上高 

４．補足情報

  

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年２月１日 

  至 平成23年７月31日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成24年２月１日 

  至 平成24年７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  15,689  35.5  15,801  35.4  112

半導体素子  8,282  18.8  7,202  16.1  △1,080

小  計  23,971  54.3  23,004  51.5  △967

システム情報機器  16,218  36.8  17,051  38.1  833

電子部品他  3,946  8.9  4,633  10.4  687

合   計  44,136  100.0  44,688  100.0  552
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