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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成21年３月期は、決算期（事業年度の末日）変更により平成20年11月１日から平成21年３月31日までの５ヶ月決算であるため、平成22年３月期第２
四半期対前年度同四半期増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年3月期第2四半期 5,681 23.6 10 ― 20 ― △18 ―
22年3月期第2四半期 4,595 ― △73 ― △97 ― △101 ―

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

23年3月期第2四半期 △5.91 ―
22年3月期第2四半期 △31.90 ―

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

23年3月期第2四半期 5,047 3,080 61.0 966.84
22年3月期 4,855 3,101 63.9 973.43

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,080百万円 22年3月期  3,101百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 11,500 14.0 60 ― 50 ― 50 ― 15.69



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 3,230,000株 22年3月期  3,230,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  44,344株 22年3月期  44,344株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 3,185,656株 22年3月期2Q 3,185,656株

※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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、企業収益の改善や経済

対策等の効果により景気回復の兆しが見られましたが、依然として厳しい雇用情勢に加え、円高の進行など、先行

き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社といたしましては親会社である加賀電子株式会社との取扱製品及び販売市場の補完関

係を 大限に活かし、新規ビジネスの発掘、新商権の拡販に努めてまいりました。更に、国内の数千社にのぼる産

業・計測・工業機器メーカーの市場をコア・マーケットとして注力市場のひとつと位置付け、コア・マーケット向

け営業部門を中心に新規取引先の拡大を目指し営業活動を行なってまいりました。 

 これらの活動の結果、コミュニケーション分野においては、中国向け携帯電話機ビジネスの終息及び携帯電話機

用カメラ向け半導体需要の減少により前年同期対比で売上高は減少いたしました。コンシューマ分野においては、

テレビ向け新規ビジネスがスタートしたこと及びデジタルスチルカメラ及びオーディオ向け等の半導体販売が比較

的好調であったことから、前年同期対比で売上高は増加いたしました。インダストリー分野においては、半導体製

造装置を中心に市場全体として好調に推移しており、これら装置メーカー及び商社向けの売上が好調に推移し、前

年同期対比で売上高は大幅な増加となりました。 

 以上により、当第２四半期累計期間の業績については、売上高56億81百万円（前年同四半期比23.6％増）、営業

利益10百万円（前年同四半期は営業損失73百万円）、経常利益20百万円（前年同四半期は経常損失97百万円）とな

りましたが、平成23年３月期第２四半期累計期間において投資有価証券評価損33百万円等を計上していることか

ら、四半期純損失18百万円（前年同四半期は四半期純損失１億１百万円）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ１億92百万円増加し、50億47百万円となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が２億28百万円減少したものの、現金及び預金が２億３百万円、商品及び製品

が１億74百万円増加したことなどによるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ２億13百万円増加し、19億67百万円となりまし

た。これは主に一年内返済予定の長期借入金が80百万円減少したものの、買掛金が59百万円、短期借入金が２億11

百万円増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ20百万円減少し、30億80百万円となりました。

これは主に配当金の支払いによる利益剰余金の減少によるものであります。   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ２億

３百万円増加し、４億94百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、１億23百万円（前年同四半期は５億81百万円

の使用）となりました。これは主に、たな卸資産の増加１億74百万円による資金の減少があったものの、売上債

権の減少２億28百万円などによる資金の増加があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、32百万円（前年同四半期は31百万円の使用）

となりました。これは貸付金の回収による収入20百万円などの資金の増加があったものの、投資有価証券の取得

による支出50百万円などによる資金の減少があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果獲得した資金は、１億29百万円（前年同四半期は２億45百万円

の獲得）となりました。これは短期借入金の純増加額２億31百万円の資金の増加があったものの、長期借入金の

返済による支出80百万円、配当金の支払額22百万円による資金の減少があったためであります。 

   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成22年10月18日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、第２

四半期の業績予想の修正を踏まえ、改めて精査しましたが、現時点におきましては、平成22年4月30日に公表いた

しました通期の業績予想に変更はございません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ157千円減少しており、税引前四半期

純損失は、3,051千円増加しております。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 494,027 290,743

受取手形及び売掛金 2,857,274 3,085,831

商品及び製品 1,239,222 1,064,278

その他 221,180 177,192

貸倒引当金 △4,869 △3,972

流動資産合計 4,806,835 4,614,073

固定資産   

有形固定資産 16,213 15,937

無形固定資産 19,762 20,931

投資その他の資産   

投資有価証券 81,173 85,604

関係会社株式 50,000 50,000

差入保証金 47,100 47,928

その他 27,781 22,159

貸倒引当金 △1,520 △1,520

投資その他の資産合計 204,535 204,172

固定資産合計 240,511 241,041

資産合計 5,047,347 4,855,115

負債の部   

流動負債   

買掛金 742,483 682,864

短期借入金 930,427 719,361

1年内返済予定の長期借入金 40,000 120,000

未払費用 8,741 6,790

未払法人税等 4,858 7,339

賞与引当金 22,580 20,633

その他 124,378 117,743

流動負債合計 1,873,469 1,674,733

固定負債   

退職給付引当金 68,226 64,464

役員退職慰労引当金 14,763 10,334

資産除去債務 5,851 －

その他 5,007 4,560

固定負債合計 93,847 79,358

負債合計 1,967,317 1,754,091
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,330 560,330

資本剰余金 775,804 775,804

利益剰余金 1,746,998 1,788,112

自己株式 △13,316 △13,316

株主資本合計 3,069,816 3,110,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,344 △12,389

繰延ヘッジ損益 △3,131 2,482

評価・換算差額等合計 10,212 △9,907

純資産合計 3,080,029 3,101,023

負債純資産合計 5,047,347 4,855,115
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,595,734 5,681,391

売上原価 4,116,072 5,020,620

売上総利益 479,661 660,770

販売費及び一般管理費 553,026 650,280

営業利益又は営業損失（△） △73,364 10,490

営業外収益   

受取利息 195 260

受取配当金 524 576

為替差益 － 9,602

業務受託手数料 － 6,214

その他 181 1,142

営業外収益合計 901 17,796

営業外費用   

支払利息 5,161 3,288

債権売却損 1,973 2,690

為替差損 14,359 －

その他 3,990 2,138

営業外費用合計 25,485 8,117

経常利益又は経常損失（△） △97,948 20,169

特別損失   

投資有価証券評価損 － 33,045

事務所移転費用 1,929 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,893

その他 36 79

特別損失合計 1,965 36,018

税引前四半期純損失（△） △99,913 △15,848

法人税、住民税及び事業税 1,714 1,829

法人税等調整額 － 1,136

法人税等合計 1,714 2,966

四半期純損失（△） △101,628 △18,814
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,629,012 2,912,350

売上原価 2,353,310 2,581,630

売上総利益 275,702 330,719

販売費及び一般管理費 283,223 330,343

営業利益又は営業損失（△） △7,520 376

営業外収益   

受取利息 158 85

受取配当金 42 54

業務受託手数料 － 3,814

その他 166 564

営業外収益合計 367 4,518

営業外費用   

支払利息 2,663 1,780

債権売却損 436 1,036

為替差損 6,534 588

その他 2,062 570

営業外費用合計 11,698 3,975

経常利益又は経常損失（△） △18,851 919

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 1,581

特別利益合計 － 1,581

特別損失   

事務所移転費用 1,929 －

その他 － 79

特別損失合計 1,929 79

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △20,781 2,422

法人税、住民税及び事業税 842 989

法人税等調整額 － 1,136

法人税等合計 842 2,126

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,624 295
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △99,913 △15,848

減価償却費 7,475 6,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,310 3,761

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,919 896

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,758 4,429

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,991 1,946

受取利息及び受取配当金 △719 △836

支払利息 5,161 3,288

為替差損益（△は益） △28,760 △3,545

投資有価証券評価損益（△は益） － 33,045

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,893

売上債権の増減額（△は増加） △1,141,547 228,557

たな卸資産の増減額（△は増加） 207,423 △174,944

仕入債務の増減額（△は減少） 534,954 59,618

その他 △47,272 △20,707

小計 △575,202 129,537

利息及び配当金の受取額 778 836

利息の支払額 △5,193 △3,364

法人税等の支払額 △2,214 △3,710

営業活動によるキャッシュ・フロー △581,831 123,298

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △50,909

有形固定資産の取得による支出 △5,801 △240

無形固定資産の取得による支出 △6,448 △2,172

差入保証金の回収による収入 21,009 923

貸付金の回収による収入 － 20,619

貸付けによる支出 △40,000 －

その他 △651 △409

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,892 △32,187

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 267,633 231,538

長期借入金の返済による支出 － △80,000

配当金の支払額 △22,413 △22,438

財務活動によるキャッシュ・フロー 245,220 129,099

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,919 △16,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,422 203,283

現金及び現金同等物の期首残高 1,557,074 290,743

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,181,652 494,027
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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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