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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1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 ％

25年12月期第2四半期 7,602 16.3 445 ― 450 ― 258 ―
24年12月期第2四半期 6,539 △21.9 △188 ― △164 ― △116 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 260百万円 （―％） 24年12月期第2四半期 △115百万円 （―％）

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12月期第2四半期 22.63 ―
24年12月期第2四半期 △10.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 9,797 8,089 82.6
24年12月期 9,266 7,889 85.1
（参考） 自己資本 25年12月期第2四半期 8,089百万円 24年12月期 7,889百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 15,800 19.4 560 ― 580 ― 340 ― 29.77



(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

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信【添付資料】P.3「２．サマ
リー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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ますが、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す。 

※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。業績予想に関する事項等については、四半期決算短信【添付資料】P.3「（３）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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
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12月期2Q 11,849,899 株 24年12月期 11,849,899 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 430,937 株 24年12月期 420,917 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 11,420,405 株 24年12月期2Q 11,429,185 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わが国経済は、アベノミクスによりドル円相場が円安基調となり輸出環境が

改善したこと、米国景気が回復基調にあること等により輸出は復調してきております。また個人消費に関しては、

株式市況が活況となり消費者マインドが改善されたことで堅調に推移いたしました。一方、欧州の金融危機の長期

化や新興国の経済成長の減速等の不透明さも残っており、引き続き企業の設備投資は弱含みで推移しました。 

 当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、エコカー補助金終了後の落ち込みが一巡した自動

車関連や、スマートフォン・タブレットＰＣなどの携帯情報端末、スマートフォンの普及に伴い逼迫してくる通信

インフラ向けなどが堅調に推移する一方、民生機器分野においては引き続き競争環境は厳しく低調に推移しており

ます。 

 このような事業環境の中、当社グループは、半導体事業においては通信インフラ向けのＰＬＤや特定用途ＩＣ、

医療機器や産業機器向けのＰＬＤやアナログＩＣ、メモリ等が堅調に推移しました。またデザインサービス（設計

受託）事業においては、放送機器、通信機器、医療機器向けの開発案件が堅調であったこと、平成24年７月に株式

会社エクスプローラをグループ化したこと等により前年同期に比べ売上高は大幅に増加しました。 

 この結果、売上高につきましては、76億２百万円（前年同期比16.3％増）となりました。営業利益につきまして

は、ドル円相場が円安基調に推移したことにより輸入製品において原価が押し上げられ、売上総利益を圧迫した一

方で、当社が仕入先に対して保有している仕入値引ドル建債権の評価額が円安の進行により大幅に増加したため、

全体的には原価が押し下げられました。これに加え、売上高が増加したこと、及び昨年実施した事業再構築により

販売費及び一般管理費が減少したこと等により、営業利益は４億４千５百万円（前年同期は、１億８千８百万円の

営業損失）となりました。また、経常利益は４億５千万円（前年同期は１億６千４百万円の経常損失）、四半期純

利益は２億５千８百万円（前年同期は１億１千６百万円の四半期純損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財務状態の分析  

（資産） 

当第２四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５億３千１百万円増加し97億９千７百万円

となりました。これは主に未収消費税等が減少した一方で、受取手形及び売掛金、商品が増加したこと等による

ものです。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ３億３千２百万円増加し17億８百万円となり

ました。これは主に支払手形及び買掛金が増加したこと等によるものです。 

（純資産） 

当第２四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１億９千９百万円増加し80億８千９百万円

となりました。これは主に配当金の支払いを実施した一方で、四半期純利益を計上したこと等によるものです。

  

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、前連結会計年度末に比べ、１億９百万円減少

し、16億２千９百万円となりました。 

当第２四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）  

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を４億３千９百万円計上した

一方で、売上債権およびたな卸資産が増加したこと等により、１億４千８百万円の支出（前年同期は25億１千８

百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として平成24年12月に実施した株式会社スピナカー・

システムズの連結除外に伴う子会社投資の払戻が発生した一方で、無形固定資産の取得による支出が発生したこ

と等により、１千３百万円の支出（前年同期は２千６百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支出をした一方で、セール・アンド・リースバ

ックによる収入が発生したこと等により、５千２百万円の収入（前年同期は５千９百万円の支出）となりまし

た。    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年12月期の連結業績予想につきましては、平成25年７月24日に連結業績予想を修正しております。詳細に

つきましては、平成25年７月24日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取 

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

   

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,739,109 1,629,139

受取手形及び売掛金 3,227,139 3,624,925

商品 1,051,369 1,955,343

その他 2,618,923 1,972,886

貸倒引当金 △995 △1,012

流動資産合計 8,635,545 9,181,281

固定資産   

有形固定資産 140,586 150,803

無形固定資産   

のれん 11,454 10,248

その他 29,249 147,870

無形固定資産合計 40,703 158,118

投資その他の資産   

その他 449,789 307,808

貸倒引当金 △130 △130

投資その他の資産合計 449,659 307,678

固定資産合計 630,949 616,600

資産合計 9,266,495 9,797,881

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 570,341 742,434

未払法人税等 8,797 40,017

賞与引当金 22,134 28,661

その他 516,782 565,842

流動負債合計 1,118,056 1,376,955

固定負債   

退職給付引当金 45,493 31,600

役員退職慰労引当金 157,500 157,500

その他 55,486 142,774

固定負債合計 258,479 331,875

負債合計 1,376,535 1,708,831

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,339,634 1,339,634

資本剰余金 2,698,526 2,698,526

利益剰余金 4,048,957 4,250,306

自己株式 △195,516 △199,525

株主資本合計 7,891,601 8,088,942

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,642 △3

繰延ヘッジ損益 － 111

その他の包括利益累計額合計 △1,642 108

純資産合計 7,889,959 8,089,050

負債純資産合計 9,266,495 9,797,881
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,539,379 7,602,438

売上原価 5,511,706 6,007,878

売上総利益 1,027,672 1,594,559

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 533,730 495,604

貸倒引当金繰入額 △868 16

賞与引当金繰入額 46,434 28,495

のれん償却額 － 1,205

その他 636,976 623,478

販売費及び一般管理費合計 1,216,273 1,148,800

営業利益又は営業損失（△） △188,601 445,758

営業外収益   

受取利息 51 36

受取配当金 16 －

為替差益 22,639 －

受取保険金 8,974 －

保険解約返戻金 － 12,057

その他 6,521 9,627

営業外収益合計 38,202 21,721

営業外費用   

支払利息 94 1,229

為替差損 － 1,500

支払手数料 5,233 6,732

売上債権売却損 7,301 5,266

その他 1,401 2,729

営業外費用合計 14,031 17,457

経常利益又は経常損失（△） △164,430 450,022

特別損失   

事業再編損 － 10,647

特別損失合計 － 10,647

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△164,430 439,375

法人税、住民税及び事業税 2,984 41,494

法人税等調整額 △51,169 139,386

法人税等合計 △48,184 180,881

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△116,245 258,493

四半期純利益又は四半期純損失（△） △116,245 258,493
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△116,245 258,493

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 393 1,639

繰延ヘッジ損益 － 111

その他の包括利益合計 393 1,750

四半期包括利益 △115,851 260,244

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △115,851 260,244

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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△164,430 439,375

減価償却費 18,219 22,562

のれん償却額 － 1,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △868 16

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,934 6,526

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,995 △13,892

受取利息及び受取配当金 △67 △36

支払利息 94 1,229

為替差損益（△は益） 1,002 △75,493

事業再編損失 － 10,647

売上債権の増減額（△は増加） 1,036,191 △397,769

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,423 △903,997

仕入債務の増減額（△は減少） 465,450 172,092

未収消費税等の増減額（△は増加） 738,240 527,449

未収入金の増減額（△は増加） △12,021 △5,976

前受金の増減額（△は減少） △353,324 △1,750

前渡金の増減額（△は増加） 358,921 △554

未払金の増減額（△は減少） 87,418 119,352

預り金の増減額（△は減少） 347,611 △14,671

その他 1,661 9,076

小計 2,523,607 △104,609

利息及び配当金の受取額 67 36

利息の支払額 － △1,135

事業再編による支出 － △54,109

法人税等の還付額 9 24,744

法人税等の支払額 △5,360 △13,746

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,518,323 △148,819

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 △12,013 △40,358

無形固定資産の取得による支出 △13,900 △121,513

資産除去債務の履行による支出 － △18,784

投資有価証券の売却による収入 － 1,245

子会社投資の払戻による収入 － 117,101

貸付けによる支出 △450 －

貸付金の回収による収入 79 －

その他 △10 48,991

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,294 △13,317

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △4,008

配当金の支払額 △57,193 △56,911

リース債務の返済による支出 △2,241 △4,532

セール・アンド・リースバックによる収入 － 117,558

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,434 52,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,318 61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,431,275 △109,970

現金及び現金同等物の期首残高 2,478,600 1,739,109

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,909,876 1,629,139
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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