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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 4,305 △66.0 △375 ― △425 ― △100 ―
24年3月期第3四半期 12,653 △27.4 100 △65.3 70 △71.9 44 △77.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △65百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △3百万円 （―％）

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3月期第3四半期 △21.05 ―
24年3月期第3四半期 9.38 ―

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3月期第3四半期 6,639 4,115 62.0 861.16
24年3月期 8,632 4,204 48.7 879.86
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,115百万円 24年3月期  4,204百万円

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  ：  有  
 

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3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  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

通期 6,344 △60.9 △446 ― △549 ― △336 ― △70.31



(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連結財務諸表の監査手続き対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結
財務諸表の監査手続き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。 

※  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3月期3Q 5,158,230 株 24年3月期 5,158,230 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 379,482 株 24年3月期 379,482 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,778,748 株 24年3月期3Q 4,778,748 株
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当第3四半期連結累計期間における経済環境は、東日本大震災の復旧・復興に伴う産業機器、自動

車、環境・エコロジー関連製品等の特需、新しい通信メディア（スマートフォン、タブレットPC等）の

普及等により特定分野で活況を見せた一方で、円高と個人消費意欲の停滞等による国内経済環境の不透

明感、欧州金融危機、新興国経済発展の鈍化、原材料価格の上昇等の不安材料が多い中、予断を許さな

い状況となっております。更に、国内電子機器メーカーによる中国やASEANへの生産等の拠点を移転す

る動きは、ますます加速しており、そのような国内電子機器メーカーに対しての一貫したサービス体制

の強化が必要となっております。こうした厳しい環境の中、国内電子機器メーカーへの販売市場におい

ては、国内のみならず海外半導体商社を含めて企業間競争はますます熾烈を極めております。 

 このような状況下、当社グループが属する半導体及び半導体関連電子機器市場については、自動車向

けや、スマートフォン、タブレットPC向けにおいて活況を見せた一方で、デジタル家電、アミューズメ

ント向け機器については、市場環境の厳しさが継続しました。当社は主要商材であるオン・セミコンダ

クターのグループとなった三洋半導体の自動車向けビジネスの拡大に注力し、収益の柱に向けた販売活

動を推進してまいりました。 

 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、43億5百万円（前年同期比66.0％減）となりまし

た。損益につきましては、営業損失3億75百万円（前年同期における営業利益は1億円）経常損失4億25

百万円（前年同期における経常利益は70百万円）四半期純損失1億円（前年同期における四半期純利益

44百万円）となりました。 

 売上高をアプリケーション分野別にみますと、期初計画に対し、民生機器では、家庭用ゲーム機向け

が生産調整等により、情報通信機器ではTV需要減退に伴う関連製品の低迷により売上高が減少しまし

た。一方、自動車機器においては、新規顧客の獲得等により、堅調に推移しました。 

  

総資産は、現金及び預金等の増加があったものの、売上債権、たな卸資産等の減少により、前連結会

計年度と比較し、19億93百万円減少し、66億39百万円となりました。 

負債は、長期借入金、社債等の増加があったものの、短期借入金等の減少により、前連結会計年度と

比較し、19億3百万円減少し、25億24百万円となりました。 

純資産は、41億15百万円となり、自己資本比率は62.0％となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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当社の主要な取引先であるエス・ティ・マイクロエレクトロニクス株式会社より、平成24年10月に販

売代理店の展開方針の変更の連絡を受け、今後の契約について協議した結果、当社がST社との間で締結

している販売代理店契約を平成25年6月30日付で解消する見込みとなったことから、当該解消に向けて

ST社との間で手続きをすすめることを、平成24年12月28日開催の当社取締役会において決議いたしまし

た（平成24年12月28日付「エス・ティ・マイクロエレクトロニクス株式会社との販売代理店契約解消に

関するお知らせ」をご参照ください。）。 

 このような事態の発生により、当社は平成25年1月7日付開催の取締役会において、希望退職制度によ

る人員削減策を実施することを決議する等、根本的な経営改革、大規模な事業再構築を模索してまいり

ました（平成25年1月7日付「希望退職者の募集に関するお知らせ」、平成25年2月1日付「半導体販売事

業の継承等に関するお知らせ」をご参照ください。）。 

 連結業績予想につきましては、第3四半期累計期間の業績及び上述の事態を考慮し、通期業績予想及

び配当予想を修正いたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、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24年４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。 

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,670,336 2,541,184

受取手形及び売掛金 3,663,607 1,486,630

商品 2,689,200 2,075,880

その他 185,224 166,437

貸倒引当金 △3,538 △3,626

流動資産合計 8,204,831 6,266,505

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,684 1,684

その他（純額） 14,175 27,595

有形固定資産合計 15,860 29,280

無形固定資産   

ソフトウエア 18,506 9,822

その他 5,168 5,168

無形固定資産合計 23,675 14,991

投資その他の資産   

投資有価証券 94,920 95,738

敷金及び保証金 97,806 25,859

投資不動産（純額） 194,251 193,129

その他 2,445 2,196

貸倒引当金 △1,200 △1,025

投資その他の資産合計 388,224 315,898

固定資産合計 427,760 360,170

繰延資産   

社債発行費 － 12,831

繰延資産合計 － 12,831

資産合計 8,632,591 6,639,508

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 550,707 525,040

短期借入金 3,132,294 462,321

1年内返済予定の長期借入金 120,000 105,000

1年内償還予定の社債 － 120,000

未払法人税等 12,855 7,697

賞与引当金 34,945 11,319

その他 141,492 45,007

流動負債合計 3,992,295 1,276,385
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 410,000 750,000

社債 － 480,000

負ののれん 10,446 5,223

その他 15,205 12,615

固定負債合計 435,652 1,247,839

負債合計 4,427,948 2,524,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,740 1,051,740

資本剰余金 1,439,295 1,439,295

利益剰余金 1,940,931 1,816,430

自己株式 △106,223 △106,223

株主資本合計 4,325,743 4,201,242

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,298 4,429

為替換算調整勘定 △128,399 △90,389

その他の包括利益累計額合計 △121,100 △85,959

純資産合計 4,204,643 4,115,282

負債純資産合計 8,632,591 6,639,508
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 12,653,716 4,305,193

売上原価 11,185,265 3,831,705

売上総利益 1,468,451 473,488

販売費及び一般管理費 1,368,323 849,210

営業利益又は営業損失（△） 100,127 △375,721

営業外収益   

受取利息 1,136 211

受取配当金 1,270 1,372

投資不動産賃貸料 6,700 6,750

負ののれん償却額 5,223 5,223

その他 4,692 1,540

営業外収益合計 19,022 15,098

営業外費用   

支払利息 37,105 21,903

為替差損 3,982 36,370

その他 7,073 6,554

営業外費用合計 48,161 64,829

経常利益又は経常損失（△） 70,988 △425,453

特別利益   

事業譲渡益 － 330,633

投資有価証券売却益 18,000 －

特別利益合計 18,000 330,633

特別損失   

投資有価証券評価損 23,294 －

特別損失合計 23,294 －

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（△）

65,693 △94,819

法人税、住民税及び事業税 21,877 6,967

法人税等調整額 △1,004 △1,179

法人税等合計 20,872 5,788

少数株主損益調整前四半期純利益 44,820 △100,607

四半期純利益又は四半期純損失（△） 44,820 △100,607
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 44,820 △100,607

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,178 △2,869

為替換算調整勘定 △42,485 38,010

その他の包括利益合計 △48,663 35,140

四半期包括利益 △3,843 △65,466

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,843 △65,466

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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