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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12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 ％

26年3月期第3四半期 98,303 21.7 2,557 18.7 2,762 17.5 1,586 △6.6
25年3月期第3四半期 80,766 1.1 2,154 △28.8 2,352 △23.3 1,698 △0.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 3,909百万円 （73.8％） 25年3月期第3四半期 2,250百万円 （660.2％）

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3四半期 72.58 ―
25年3月期第3四半期 77.70 ―

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3四半期 80,771 46,697 57.8 2,136.38
25年3月期 74,176 43,553 58.7 1,992.53
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 46,697百万円 25年3月期 43,553百万円

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 ― 15.00 ― 20.00 35.00
26年3月期 ― 15.00 ―
26年3月期（予想） 20.00 35.00

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、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 124,000 10.9 3,500 12.9 3,600 4.8 2,500 24.7 114.37



(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のレビュー手続を実施中です。 
 

※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、四半期
決算短信[添付資料]3ページ「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。 
 
 従来、当社の連結財務諸表に記載される科目及びその他の事項の金額は、千円未満を四捨五入して表示しておりましたが、前連結会計年度より百万円未満
を切り捨てて表示しております。なお、比較を容易にするため、前四半期連結累計期間についても百万円未満を切り捨てた金額に組み替えて表示しておりま
す。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 24,137,213 株 25年3月期 24,137,213 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,278,797 株 25年3月期 2,278,724 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 21,858,456 株 25年3月期3Q 21,858,582 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府によるデフレ対策の効果が徐々に現れ始め、所得増加

への期待感等に後押しされて、高額商品の販売、商品単価の上昇等において個人消費の活性化傾向が見られまし

た。また、為替相場も円安傾向が継続したことから、輸出産業を中心に企業業績に回復傾向が見られました。 

当社グループが主力事業を展開するエレクトロニクス業界は、液晶ＴＶやコンパクトデジタルカメラの出荷状況

は引き続き低迷したものの、スマートフォンの普及による通信容量増大への対策としての通信インフラへの投資、

エコカー減税を追い風とした新型車両の販売が好調であったことなどから車載部品の需要が堅調となりました。 

ケミカル業界につきましては原油価格の高騰に加えて、円安傾向に影響を受けて、引き続き厳しい環境となりま

した。 

このような環境下において、当社グループの販売実績は、全セグメントにおいて第２四半期に続く堅調を維持し

ており、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は983億３百万円（前年同期比21.7%増)となりました。 

損益面につきましては、円安の影響等から利益率の低下が見られましたが、売上高の上昇による絶対額の増加に

より、連結売上総利益は141億26百万円（同11.6%増）となりました。連結販売費及び一般管理費は、賞与引当金等

人件費増加、及びメガソーラー稼働、基幹系電算システム刷新等による減価償却費の増加により115億69百万円（同

10.1%増）となり、連結営業利益は25億57百万円（同18.7%増）、連結経常利益は27億62百万円（同17.5%増）、自社

所有不動産の売却を決定したことによる減損損失３億39百万円等の特別損失により、連結四半期純利益は15億86百

万円（同6.6%減）となりました。 

  

報告セグメント別の概況につきましては、以下のとおりです。 

  

［電子部品事業］ 

電子部品分野では、車載関連部品の需要は引き続き好調でありました。また、光通信関連部品はスマートフォン

の普及拡大に伴う通信容量増加対策として、基地局向け需要が増大し、販売は堅調となりました。太陽光発電関連

では事業用、個人住宅用の両方において旺盛な需要を背景に好調に推移いたしました。その結果、当第３四半期連

結累計期間の売上高は767億63百万円（前年同期比26.6%増）となりました。また、セグメント利益は18億86百万円

（同60.7%増）となりました。 

  

［電子・電気機器事業］ 

電子・電気機器分野においては、半導体製造関連の設備投資が減速し、当社取扱い製品への需要も冷え込みまし

た。また、アジア市場においては伯東製電子部品製造装置の販売が低調となりましたが、極低温冷凍機等の販売が

堅調となりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は135億97百万円（前年同期比4.6%増)となりま

したが、円安による輸入商品原価の上昇を主因として、セグメント利益は２億71百万円（同53.6%減)となりまし

た。 

  

［工業薬品事業］ 

工業薬品分野では、石油・石油化学関連で触媒、重合禁止剤の販売が伸長し、当第３四半期連結累計期間の売上

高は79億22百万円（前年同期比11.3%増)、セグメント利益は３億87百万円（同20.6%増)となりました。 

  

［その他の事業］ 

当社の業務・物流管理全般の受託と保険会社の代理店を主たる業務としております。当第３四半期連結累計期間

の売上高は５億49百万円（前年同期比3.6%増）、セグメント利益は８百万円（同63.0%減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

①連結財政状態の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産が65億95百万円増加し、807億

71百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が24億80百万円、投資有価証券が22億３百万円、機械及

び装置（純額）が16億98百万円増加したためであります。 

 負債は前連結会計年度末と比較して34億51百万円増加し、340億73百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が19億73百万円、長期借入金が13億79百万円増加したことによるものです。 

 純資産は前連結会計年度末と比較して31億44百万円増加し、466億97百万円となりました。これは主に、その他有

価証券評価差額金が14億47百万円、為替換算調整勘定が８億46百万円増加したことによるものです。 

  

②連結キャッシュ・フローの状況 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 当第３四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは10億94百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは20億48百万円の支出、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは４億39百万円の収入となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して２億33百万円

減少し、当第３四半期末は100億34百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 売上債権の増加15億42百万円等の支出要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益24億25百万円、仕入債務

の増加16億２百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは10億94百万円の収入となりました。な

お、前年同四半期には税金等調整前四半期純利益等により３億97百万円の収入となっておりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 定期預金の払戻による収入７億40百万円等の収入がありましたが、有形固定資産の取得による支出21億44百万

円、定期預金の預入による支出３億30百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは20億48百万円の支出

となりました。なお、前年同四半期には無形固定資産の取得による支出等により、14億84百万円の支出となってお

りました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の返済による支出252億69百万円、長期借入金の返済による支出18億90百万円等の支出要因がありま

したが、短期借入れによる収入247億24百万円、長期借入れによる収入37億円により、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは４億39百万円の収入となりました。なお、前年同四半期には、長・短期借入金における（純）調達額

による支出８億45百万円、配当金の支払による支出７億65百万円等により、16億72百万円の支出となっておりまし

た。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第３四半期連結累計期間の実績は、ほぼ想定通りに推移しておりますので、平成25年５月８日に公表した通期

の業績予想は変更しておりません。 

今後、業績予想に変更が生じた場合には、適切に開示してまいります。   

   

   

   

（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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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,364 10,785

受取手形及び売掛金 29,613 32,094

有価証券 0 －

商品及び製品 15,830 16,382

仕掛品 40 49

原材料及び貯蔵品 394 390

繰延税金資産 714 689

その他 1,862 2,365

貸倒引当金 △134 △106

流動資産合計 59,686 62,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,594 1,297

機械及び装置（純額） 260 1,958

土地 3,493 3,390

その他（純額） 1,197 1,409

有形固定資産合計 6,545 8,056

無形固定資産 1,509 1,416

投資その他の資産   

投資有価証券 5,869 8,072

繰延税金資産 39 55

その他 645 650

投資損失引当金 △80 △93

貸倒引当金 △38 △36

投資その他の資産合計 6,435 8,648

固定資産合計 14,489 18,121

資産合計 74,176 80,771
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,619 13,593

電子記録債務 2,198 2,582

短期借入金 5,921 5,908

リース債務 75 74

未払法人税等 610 465

賞与引当金 772 777

製品保証引当金 22 3

その他 3,423 2,794

流動負債合計 24,644 26,199

固定負債   

長期借入金 4,003 5,383

リース債務 160 135

繰延税金負債 1,377 1,879

退職給付引当金 346 380

役員退職慰労引当金 36 43

その他 53 53

固定負債合計 5,978 7,873

負債合計 30,622 34,073

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,100 8,100

資本剰余金 7,491 7,491

利益剰余金 30,205 31,027

自己株式 △4,184 △4,185

株主資本合計 41,612 42,433

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,166 3,613

繰延ヘッジ損益 77 106

為替換算調整勘定 △303 543

その他の包括利益累計額合計 1,940 4,264

純資産合計 43,553 46,697

負債純資産合計 74,176 80,771
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 80,766 98,303

売上原価 68,107 84,177

売上総利益 12,659 14,126

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 4,059 4,214

賞与引当金繰入額 513 751

退職給付費用 413 411

その他 5,519 6,192

販売費及び一般管理費合計 10,505 11,569

営業利益 2,154 2,557

営業外収益   

受取利息 20 27

受取配当金 134 177

為替差益 － 3

持分法による投資利益 112 42

その他 55 63

営業外収益合計 323 314

営業外費用   

支払利息 83 78

為替差損 5 －

その他 37 30

営業外費用合計 125 108

経常利益 2,352 2,762

特別利益   

固定資産売却益 85 1

投資有価証券売却益 17 15

子会社清算益 0 －

受取補償金 140 －

その他 5 4

特別利益合計 249 21

特別損失   

固定資産除売却損 28 7

投資有価証券売却損 0 －

会員権売却損 0 －

投資損失引当金繰入額 － 12

減損損失 － 339

特別損失合計 29 359

税金等調整前四半期純利益 2,573 2,425

法人税等 874 838

少数株主損益調整前四半期純利益 1,698 1,586

四半期純利益 1,698 1,586
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（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,698 1,586

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 158 1,446

繰延ヘッジ損益 47 28

為替換算調整勘定 349 846

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 0

その他の包括利益合計 551 2,323

四半期包括利益 2,250 3,909

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,250 3,909
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12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 2,573 2,425

減価償却費 401 590

減損損失 － 339

賞与引当金の増減額（△は減少） △271 △3

受取利息及び受取配当金 △155 △204

支払利息 83 78

持分法による投資損益（△は益） △112 △42

固定資産除売却損益（△は益） △57 5

投資有価証券売却損益（△は益） △17 △15

子会社清算損益（△は益） △0 －

受取補償金 △140 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △53 4

売上債権の増減額（△は増加） 1,225 △1,542

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,958 △81

仕入債務の増減額（△は減少） △586 1,602

その他 722 △1,157

小計 1,652 1,997

利息及び配当金の受取額 164 217

利息の支払額 △84 △80

補償金の受取額 140 －

法人税等の支払額 △1,475 △1,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 397 1,094

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 △712 △330

定期預金の払戻による収入 326 740

有形固定資産の取得による支出 △346 △2,144

有形固定資産の売却による収入 148 2

無形固定資産の取得による支出 △817 △181

投資有価証券の取得による支出 △8 △164

投資有価証券の売却による収入 68 24

ゴルフ会員権の取得による支出 △7 －

子会社株式の取得による支出 △153 －

関係会社株式の取得による支出 △4 －

子会社の清算による収入 14 －

その他 6 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,484 △2,048
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 22,784 24,724

短期借入金の返済による支出 △22,927 △25,269

リース債務の返済による支出 △60 △59

長期借入れによる収入 1,200 3,700

長期借入金の返済による支出 △1,902 △1,890

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △765 △765

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,672 439

現金及び現金同等物に係る換算差額 203 280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,555 △233

現金及び現金同等物の期首残高 12,539 10,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,984 10,034
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

１. 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 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

     

   当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

  

  ２．報告セグメント合計額と四半期連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

（単位：百万円） 

    

（単位：百万円） 

    

   

（４）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）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
電子部品事業 

電子・電気 
機器事業 

工業薬品事業 その他の事業 

売上高   60,637  12,996  7,116  530  81,280

セグメント利益  1,173  585  321  24  2,104

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
電子部品事業 

電子・電気 
機器事業 

工業薬品事業 その他の事業 

売上高   76,763  13,597  7,922  549  98,833

セグメント利益  1,886  271  387  8  2,554

売上高 
前第３四半期 
連結累計期間 

当第３四半期 
連結累計期間 

報告セグメント計  81,280  98,833

セグメント間取引消去  △513  △529

四半期連結財務諸表の売上高  80,766  98,303

利益 
前第３四半期 
連結累計期間  

当第３四半期 
連結累計期間  

報告セグメント計  2,104  2,554

のれんの償却額  △13  △3

その他の調整額  63  6

四半期連結財務諸表の営業利益  2,154  2,557
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