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

26年3月期第1四半期 50,700 △2.3 878 △10.6 735 △42.3 445 △43.7

25年3月期第1四半期 51,911 7.5 982 81.8 1,276 49.6 791 47.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,217百万円 （821.1％） 25年3月期第1四半期 132百万円 （5.3％）

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1四半期 13.86 ―

25年3月期第1四半期 23.64 ―

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1四半期 159,064 115,705 72.7 3,677.38
25年3月期 160,220 116,722 72.9 3,595.42

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  115,705百万円 25年3月期  116,722百万円

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

25年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 30.00 ― 30.00 60.00

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、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  ：  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

第2四半期(累計) 105,000 △1.1 2,000 △5.6 2,100 △17.3 1,300 △16.3 40.04
通期 215,000 4.1 4,600 25.2 4,800 16.7 3,000 6.6 92.41



(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 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
 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Ｐ.2「１．当四半期決算に関する定性的情報 (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。 

※  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） 26年3月期1Q 34,500,000 株 25年3月期 34,500,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,035,858 株 25年3月期 2,035,794 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 32,145,579 株 25年3月期1Q 33,464,525 株
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（１）経営成績に関する説明 

  ①全体の概況 

当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）における経済環境は、欧

州経済の低迷や中国を始めとする新興国経済の成長率が鈍化する一方、米国経済は堅調に推移い

たしました。また、わが国経済は、政府の景気対策等への期待から持ち直しの動きが見られまし

た。 

そのような中、エレクトロニクス業界は、スマートフォンやカーエレクトロニクス等が堅調に

推移する等、徐々に回復の兆しが表れました。 

このような情勢下で、当社グループは、2013年度経営の取り組みとして「持続的成長と健全経

営を目指す」を基本的な姿勢とし、「第２、第３の柱となる事業の育成」「技術商社としての取

り組み強化」「各事業セグメントの取り組み強化」「企業体質の更なる改善」に取り組んでおり

ます。 

当第１四半期連結累計期間の業績は、電子部品・電子機器事業の低迷により売上高は507億円

（前年同期比2.3％減）、営業利益は８億78百万円（前年同期比10.6％減）、経常利益は７億35

百万円（前年同期比42.3％減）、四半期純利益は４億45百万円（前年同期比43.7％減）となりま

した。 

  

 ②セグメントの業績概況 

イ．半導体事業 

半導体事業では、メモリ、システムＬＳＩ、個別半導体の販売並びにシステムＬＳＩの開

発を行っております。当第１四半期連結累計期間は、車載電装用システムＬＳＩやスマート

フォン用メモリ等の売上が増加し、売上高は340億46百万円（前年同期比5.5％増）、営業利

益は５億97百万円（前年同期比6.1％増）となりました。 

   
ロ．電子部品事業 

電子部品事業では、表示デバイス、電源、機構部品を販売しております。当第１四半期連

結累計期間は、デジタルカメラ用表示デバイス等の売上が減少し、売上高は117億42百万円

（前年同期比12.5％減）、営業利益は２億41百万円（前年同期比27.4％減）となりました。

  

ハ．電子機器事業 

電子機器事業では、システム機器、設備機器を販売しております。当第１四半期連結累計

期間は、車載電装用システム機器等の売上が減少し、売上高は36億34百万円（前年同期比

25.3％減）、営業利益は84百万円（前年同期比44.1％減）となりました。 

  

ニ．生産事業 

生産事業では、ヒートシンク（半導体素子用放熱器）を生産し、販売しております。当第

１四半期連結累計期間は、ＦＡ機器用ヒートシンク等の売上が減少し、売上高は12億76百万

円（前年同期比6.8％減）、営業利益は12百万円（前年同期比75.8％減）となりました。 

      

（２）財政状態に関する説明 

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11億56百万円減少し、 

1,590億64百万円となりました。 

    また、純資産は、前連結会計年度末に比べ10億16百万円減少して1,157億５百万円となり、自 

   己資本比率は72.7％となりました 

     

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成25年

５月９日発表の業績予想から変更はありません。    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,464 38,270

受取手形及び売掛金 68,101 65,688

有価証券 － 9,999

たな卸資産 19,088 22,687

未収入金 1,390 1,255

繰延税金資産 514 407

その他 243 328

貸倒引当金 △106 △162

流動資産合計 139,696 138,476

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,290 4,250

土地 8,121 8,121

リース資産（純額） 333 393

その他（純額） 526 603

有形固定資産合計 13,272 13,369

無形固定資産 1,029 1,089

投資その他の資産   

投資有価証券 3,286 3,548

繰延税金資産 947 870

その他 3,132 2,805

貸倒引当金 △1,045 △1,094

投資損失引当金 △98 －

投資その他の資産合計 6,222 6,129

固定資産合計 20,524 20,588

資産合計 160,220 159,064
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,261 25,587

短期借入金 12,850 12,914

リース債務 138 159

未払金 841 786

未払費用 1,069 563

未払法人税等 689 236

賞与引当金 － 333

その他 178 272

流動負債合計 41,028 40,854

固定負債   

リース債務 242 292

退職給付引当金 2,149 2,133

その他 76 77

固定負債合計 2,469 2,504

負債合計 43,498 43,358

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,690 17,690

資本剰余金 19,114 19,114

利益剰余金 84,590 84,601

自己株式 △3,789 △5,588

株主資本合計 117,606 115,817

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 484 687

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △1,368 △798

その他の包括利益累計額合計 △883 △111

純資産合計 116,722 115,705

負債純資産合計 160,220 159,064
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 51,911 50,700

売上原価 47,644 46,298

売上総利益 4,266 4,402

販売費及び一般管理費 3,283 3,523

営業利益 982 878

営業外収益   

受取利息 22 8

受取配当金 83 28

為替差益 37 －

受取手数料 132 46

雑収入 65 44

営業外収益合計 342 127

営業外費用   

支払利息 45 38

為替差損 － 227

雑損失 2 4

営業外費用合計 48 269

経常利益 1,276 735

特別利益   

固定資産売却益 33 2

投資損失引当金戻入額 5 －

特別利益合計 39 2

特別損失   

投資有価証券評価損 27 －

特別損失合計 27 －

税金等調整前四半期純利益 1,288 738

法人税等 497 292

少数株主損益調整前四半期純利益 791 445

四半期純利益 791 445
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 791 445

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △127 202

繰延ヘッジ損益 △2 △0

為替換算調整勘定 △528 570

その他の包括利益合計 △658 772

四半期包括利益 132 1,217

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 132 1,217
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 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。   

  

 Ⅰ 前第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） 

     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. セグメント利益の調整額△116百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。 

         全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   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。  

     

   

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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. セグメント利益の調整額△58百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。 

         全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   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。  

  

  

 Ⅲ 当第１四半期連結会計期間より全社費用等の配賦方法を見直し、従来配賦不能費用として 

 いた一部の全社費用等を一定の配賦基準により各報告セグメントに配賦しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の全社費用等の配賦方法に 

 基づき作成した数値を開示しております。   

（３）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）

  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 

半導体 

事業 

電子部品 

事業 

電子機器 

事業 
生産事業 計 

 売   上   高    

外部顧客に対する売上高  32,260 13,417 4,864 1,369  51,911 ― 51,911

セグメント間の内部売上 

高  又  は  振  替  高 
― ― ― ― ― ― ―

計  32,260 13,417 4,864 1,369  51,911 ― 51,911

 セ グ メ ン ト 利 益  563 332 150 53  1,099  △116 982

  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 

半導体 

事業 

電子部品 

事業 

電子機器 

事業 
生産事業 計 

 売   上   高    

外部顧客に対する売上高  34,046 11,742 3,634 1,276  50,700 ― 50,700

セグメント間の内部売上 

高  又  は  振  替  高 
― ― ― ― ― ― ―

計  34,046 11,742 3,634 1,276  50,700 ― 50,700

  セ グ メ ン ト 利 益  597 241 84 12  936  △58 878
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（１）所在地別セグメント情報 

   
 前第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） 

（単位：百万円）

  

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 各区分に属する主な国又は地域 

アジア ……… 香港・中国・タイ・韓国等 

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 （単位：百万円）

  

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 各区分に属する主な国又は地域 

アジア ……… 香港・中国・タイ・韓国等 

その他 ……… 米国等  

４．補足情報

  
日  本 アジア 計 

消去又 

は全社 
連 結 

 売   上   高  

(1) 外部顧客に対する売上高  35,303  16,608  51,911 ―  51,911

(2) セグメント間の内部売上 

 高 又 は 振 替 高 
 1,384  131  1,515 (1,515) ― 

計  36,687  16,740  53,427 (1,515)  51,911

  セ グ メ ン ト 利 益  497  504  1,002        (19)  982

  
日  本 アジア その他 計 

消去又 

は全社 
連 結 

 売   上   高   

(1) 外部顧客に対する売上高  30,055  19,043  1,601  50,700 ―  50,700

(2) セグメント間の内部売上 

 高 又 は 振 替 高 
 2,090  108  0  2,199 (2,199) ― 

計  32,145  19,152  1,602  52,900 (2,199)  50,700

  セ グ メ ン ト 利 益  54  597  53  705 172    878
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（２）海外売上高 

  

 前第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） 

                                   （単位：百万円） 

  

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

   2. 各区分に属する主な国又は地域 

     アジア ……… 中国・香港・タイ・韓国等 

      3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高 

        （ただし、連結会社間の内部売上高を除く）であります。 

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

                                        （単位：百万円） 

  

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

   2. 各区分に属する主な国又は地域 

     アジア ……… 中国・韓国・香港・タイ等 

     その他 ……… 米国等 

      3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高 

        （ただし、連結会社間の内部売上高を除く）であります。 

  

  
ア ジ ア 計 

 海外売上高  18,032  18,032

 連結売上高 ―  51,911

 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  34.7  34.7

  
ア ジ ア そ の 他 計 

 海外売上高  21,323  1,855  23,178

 連結売上高 ― ―  50,700

 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  42.1  3.7  45.7
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