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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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 ％

24年12月期第1四半期 3,367 △14.7 △110 ― △114 ― △73 ―
23年12月期第1四半期 3,945 4.2 61 97.9 28 △6.8 △19 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 △72百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △19百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 △6.41 ―
23年12月期第1四半期 △1.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 10,037 7,923 78.9
23年12月期 9,985 8,053 80.6
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  7,923百万円 23年12月期  8,053百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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  ：  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

第2四半期(累計) 6,700 △20.0 △200 ― △210 ― △115 ― △10.06
通期 15,900 △2.9 25 △88.7 5 △97.5 14 △71.0 1.22



(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。 

4.  その他

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） 24年12月期1Q 11,849,899 株 23年12月期 11,849,899 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 420,714 株 23年12月期 420,714 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 11,429,185 株 23年12月期1Q 11,429,237 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災やタイでの洪水などの影響から徐々に回復し、

企業活動においても一部で回復の兆しが見えてまいりましたが、欧州の金融不安や原油価格の高騰により、依然と

して不透明な状況で推移しました。 

 当社が属するエレクトロニクス業界におきましては、超円高局面から円安に進行し、震災やタイでの洪水の影響

が緩和され、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、スマートフォン等の情報端末向けや車

載向けが堅調に推移する一方、国内の設備投資が前四半期よりも低調であったこと等を受け産業機器などは弱含み

で推移しました。 

 このような市場環境の中、当社グループはＰＬＤソリューションおよびＡＳＳＰソリューションにおいて、通信

インフラ、データセンターおよび産業機器等の顧客向けに継続的に販売活動および技術サポートを行ってまいりま

した。また、昨年販売代理店契約を締結したＮＸＰセミコンダクターズ社、リニアテクノロジー社の製品拡販のた

めプロモーション活動等も展開してまいりました。 

 この結果、売上高につきましては、通信インフラ向けは堅調に推移しましたが、医療機器や産業機器向け、中小

企業向けが減少したこと等により、33億６千７百万円（前年同期比14.7％減）となりました。 

 営業損益につきましては、販売費及び一般管理費の継続的な低減を実施しておりますが、売上高減少による売上

総利益の低下を補えず、営業損失１億１千万円（前年同期は６千１百万円の営業利益）を計上いたしました。ま

た、経常損益および四半期純損益は為替差損を１千１百万円計上したこと等により１億１千４百万円の経常損失

（前年同期は２千８百万円の経常利益）、７千３百万円の四半期純損失（前年同期は１千９百万円の四半期純損

失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

（資産） 

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５千１百万円増加し100億３千７百万円と

なりました。これは主に現金及び預金が増加したこと等によるものです。 

（負債）  

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ１億８千１百万円増加し21億１千３百万円と

なりました。これは主に買掛金が増加したこと等によるものです。 

（純資産） 

当第１四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１億２千９百万円減少し79億２千３百万円

となりました。これは主に四半期純損失を計上したこと、および、配当金の支払いによるものです。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累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20億２千４百万円増加

し、45億２百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末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損失を１億１千４百万円計上した

一方で、未収消費税等および売上債権が減少したこと等により、20億６千８百万円の収入（前第１四半期は１億

４千７百万円の収入）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、無形固定資産を取得したこと等により、１千３百万円の

支出（前第１四半期は９百万円の支出）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、配当金の支払いを実施したこと等により、５千３百万円

の支出（前第１四半期は７千２百万円の支出）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 

第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は、国内での設備投資が見通しよりも低調に推移していること、お

よび顧客の在庫水準が高いこと等により、産業機器向け、中小企業向けが低調に推移することが予想されるた

め、売上高は減少する見通しです。営業利益、経常利益および四半期純利益につきましては、比較的利益率の高

い中小企業向けの売上高が減少することで売上総利益率が低下するため、売上総利益が減少する見通しです。ま

た継続的に経費削減等を実施しておりますが売上総利益の減少を補うには至らず、営業利益、経常利益および四

半期純利益は赤字になる見通しです。よって、第２四半期連結累計期間の業績予想を修正いたします。 

通期連結業績予想につきましては、下期については顧客の在庫水準が適正となり、景況感も回復傾向となるも

のの現段階では一部不透明な要因があるため、下期の業績見通しは変更せず、上述の第２四半期連結累計期間の

業績修正のみを反映させた業績予想の修正をいたします。 

詳細につきましては、本日（平成24年５月９日）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 

 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。 

  

 該当事項はありません。  

    

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,478,600 4,502,675

受取手形及び売掛金 4,023,783 3,408,904

商品 1,120,458 1,121,481

その他 1,973,437 600,297

貸倒引当金 △1,199 △920

流動資産合計 9,595,080 9,632,438

固定資産   

有形固定資産 55,923 62,486

無形固定資産   

その他 27,832 37,692

無形固定資産合計 27,832 37,692

投資その他の資産   

その他 311,962 309,633

貸倒引当金 △5,254 △5,057

投資その他の資産合計 306,708 304,575

固定資産合計 390,464 404,755

資産合計 9,985,545 10,037,194

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 942,072 1,078,161

未払法人税等 10,838 3,677

賞与引当金 37,727 93,975

その他 701,846 693,665

流動負債合計 1,692,484 1,869,480

固定負債   

退職給付引当金 17,180 22,127

役員退職慰労引当金 161,300 161,300

その他 61,429 60,906

固定負債合計 239,909 244,333

負債合計 1,932,393 2,113,813
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

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 4,212,696 4,082,324

自己株式 △195,437 △195,437

株主資本合計 8,055,419 7,925,047

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,268 △1,603

繰延ヘッジ損益 － △63

その他の包括利益累計額合計 △2,268 △1,667

純資産合計 8,053,151 7,923,380

負債純資産合計 9,985,545 10,037,194
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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：千円）

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

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

売上高 3,945,337 3,367,129

売上原価 3,242,641 2,857,665

売上総利益 702,695 509,463

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 257,626 267,029

貸倒引当金繰入額 23,146 △739

賞与引当金繰入額 53,913 55,991

のれん償却額 3,924 －

その他 302,533 297,370

販売費及び一般管理費合計 641,145 619,651

営業利益又は営業損失（△） 61,549 △110,188

営業外収益   

受取利息 29 45

消費税等還付加算金 1,262 4,376

負ののれん償却額 40 －

受取手数料 1,105 244

受取保険金 152 8,910

その他 315 1,281

営業外収益合計 2,906 14,859

営業外費用   

支払利息 762 47

為替差損 29,419 11,828

売上債権売却損 3,571 4,227

その他 2,215 3,204

営業外費用合計 35,969 19,308

経常利益又は経常損失（△） 28,486 △114,637

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,450 －

その他 693 －

特別損失合計 35,143 －

税金等調整前四半期純損失（△） △6,657 △114,637

法人税、住民税及び事業税 4,474 1,492

法人税等調整額 8,788 △42,903

法人税等合計 13,263 △41,411

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19,920 △73,226

四半期純損失（△） △19,920 △73,226
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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：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19,920 △73,226

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 449 664

繰延ヘッジ損益 87 △63

その他の包括利益合計 537 600

四半期包括利益 △19,383 △72,625

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,383 △72,625

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３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損失（△） △6,657 △114,637

減価償却費 7,520 9,162

のれん償却額 3,924 －

負ののれん償却額 △40 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,146 △739

賞与引当金の増減額（△は減少） 54,168 56,248

退職給付引当金の増減額（△は減少） 985 4,946

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,063 －

受取利息及び受取配当金 △29 △45

支払利息 762 47

為替差損益（△は益） △36,854 △23,225

売上債権の増減額（△は増加） 3,387 617,692

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,932,999 △4,505

仕入債務の増減額（△は減少） 2,336,894 136,089

前渡金の増減額（△は増加） △802 334,762

未収消費税等の増減額（△は増加） 532,746 1,079,843

未収入金の増減額（△は増加） 249,999 △7,963

その他 △74,718 △13,567

小計 156,370 2,074,109

利息及び配当金の受取額 29 45

利息の支払額 △715 －

法人税等の還付額 － 1

法人税等の支払額 △8,168 △5,358

営業活動によるキャッシュ・フロー 147,516 2,068,798

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 △7,734 △125

無形固定資産の取得による支出 △1,805 △13,900

貸付けによる支出 △50 －

貸付金の回収による収入 302 41

その他 19 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,267 △13,984

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △71,729 △52,291

リース債務の返済による支出 △310 △1,164

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,039 △53,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 36,924 22,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,133 2,024,074

現金及び現金同等物の期首残高 2,026,080 2,478,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,129,213 4,502,675
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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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