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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(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 ％

24年3月期第2四半期 5,560 △2.1 10 △2.0 4 △77.1 42 ―
23年3月期第2四半期 5,681 23.6 10 ― 20 ― △18 ―

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3月期第2四半期 13.31 ―
23年3月期第2四半期 △5.91 ―

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

24年3月期第2四半期 5,242 2,997 57.2 950.94
23年3月期 4,589 2,997 65.3 940.95
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,997百万円 23年3月期  2,997百万円

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3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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 11,000 5.6 40 41.8 30 △15.1 60 ― 19.00



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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3月期2Q 3,230,000 株 23年3月期 3,230,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 78,144 株 23年3月期 44,344 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 3,163,278 株 23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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により急激に景気が落ち込んだのち徐々に持ち直

しの動きが見られたものの、国内の電力不足問題や円高の継続、海外景気の減速など下押し要因も多く、先行き不

透明な状況で推移しております。 

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、Web取引システム

を導入しコア・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。 

このコア・マーケットにおける営業活動注力の効果もあり、インダストリー分野での半導体販売は堅調に推移

し、前年同期対比で売上高はやや増加いたしました。コミュニケーション分野におきましては、主に携帯電話機向

け半導体の出荷数量が増加し、前年同期対比で売上高は増加いたしました。しかしながらコンシューマ分野におき

ましては、薄型テレビ向けの半導体販売が比較的好調でしたが、客先需要の減少に伴うオーディオ向け半導体販売

の減少や、撮像素子の変遷に伴うデジタルスチルカメラ向け半導体の需要減少の影響が大きく、前年同期対比で売

上高は大幅に減少いたしました。 

利益面について、比較的収益性の高いインダストリー分野での半導体販売が堅調であったことから売上総利益

は前年同期対比で増加しましたが、コア・マーケット向け営業部門及び新規商権の拡販体制強化のための投資等を

行なったことから経費は増加いたしました。又、平成23年９月22日付の当社「投資有価証券売却益（特別利益）の

計上に関するお知らせ」で発表のとおり、特別利益40百万円を計上いたしました。 

以上により、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高55億60百万円（前年同四半期比2.1％減）、

営業利益10百万円（前年同四半期比2.0％減）、経常利益4百万円（前年同四半期比77.1％減）、四半期純利益42百

万円（前年同四半期は四半期純損失18百万円）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流動資産は50億61百万円となり、前事業年度末に比べ６億35百万円増加いたし

ました。これは主に受取手形及び売掛金が９億97百万円増加し、商品及び製品が２億27百万円減少したことによる

ものであります。固定資産は１億81百万円となり、前事業年度末に比べ17百万円増加いたしました。これは、主に

無形固定資産が36百万円増加し、有形固定資産が２百万円及び投資その他の資産が16百万円減少したことによるも

のであります。 

 この結果、総資産は、52億42百万円となり、前事業年度末に比べ６億52百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債は21億37百万円となり、前事業年度末に比べ６億46百万円増加いたし

ました。これは主に買掛金が66百万円及び短期借入金が５億45百万円増加したことによるものであります。固定負

債は１億７百万円となり、前事業年度末に比べ６百万円増加いたしました。これは主に退職給付引当金が１百万円

及び役員退職慰労引当金が４百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、22億45百万円となり、前事業年度末に比べ６億53百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は29億97百万円となり、前事業年度末に比べ０百万円減少いたしま

した。これは主に利益剰余金の増加19百万円及び自己株式の取得10百万円並びにその他有価証券評価差額金の減少

９百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は57.2%（前事業年度は65.3%）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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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は３億29百万円となり、前事業

年度末に比べ38百万円減少いたしました。 

 当第２四半期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） 

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、５億56百万円（前年同四半期は１億23百万円

の獲得）となりました。これは主に売上債権の増加９億97百万円及びたな卸資産の減少２億27百万円並びに仕入

債務の増加66百万円によるものであります。 

（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獲得した資金は、１百万円（前年同四半期は32百万円の使用）

となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入44百万円及び無形固定資産の取得による支出42百万円

によるものであります。 

（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、５億20百万円（前年同四半期は１億29百万円

の獲得）となりました。これは主に短期借入金の純増加額５億53百万円及び自己株式の取得による支出10百万円

並びに配当金の支払額22百万円によるものであります。  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期(平成23年４月１日～平成24年３月31日)の通期業績予想につきましては、平成23年８月１日発表

の業績予想から修正しております。詳細につきましては、本日(平成23年10月28日)公表の「平成24年３月期第２四

半期累計期間における業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 368,037 329,833

受取手形及び売掛金 ※1  2,529,994 ※1  3,527,558

商品及び製品 1,312,279 1,084,306

その他 222,545 125,800

貸倒引当金 △6,717 △6,217

流動資産合計 4,426,140 5,061,281

固定資産   

有形固定資産 17,954 15,500

無形固定資産 22,658 59,536

投資その他の資産 ※2  122,872 ※2  106,163

固定資産合計 163,485 181,200

資産合計 4,589,625 5,242,482

負債の部   

流動負債   

買掛金 418,703 485,286

短期借入金 ※1  924,249 ※1  1,469,849

未払法人税等 7,121 5,023

賞与引当金 23,656 21,787

その他 117,540 155,871

流動負債合計 1,491,272 2,137,819

固定負債   

退職給付引当金 70,268 71,941

役員退職慰労引当金 19,192 23,618

資産除去債務 5,909 5,968

その他 5,454 5,901

固定負債合計 100,823 107,429

負債合計 1,592,096 2,245,248

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 1,667,114 1,686,925

自己株式 △13,316 △23,506

株主資本合計 2,989,933 2,999,553

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,094 △2,302

繰延ヘッジ損益 502 △17

評価・換算差額等合計 7,596 △2,319

純資産合計 2,997,529 2,997,233

負債純資産合計 4,589,625 5,242,482
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,681,391 5,560,762

売上原価 5,020,620 4,872,888

売上総利益 660,770 687,874

販売費及び一般管理費 ※  650,280 ※  677,591

営業利益 10,490 10,282

営業外収益   

受取利息 260 24

受取配当金 576 361

為替差益 9,602 －

業務受託手数料 6,214 －

その他 1,142 380

営業外収益合計 17,796 766

営業外費用   

支払利息 3,288 4,805

債権売却損 2,690 352

為替差損 － 39

その他 2,138 1,228

営業外費用合計 8,117 6,425

経常利益 20,169 4,623

特別利益   

投資有価証券売却益 － 40,420

特別利益合計 － 40,420

特別損失   

固定資産除却損 12 1,085

投資有価証券評価損 33,045 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,893 －

その他 66 －

特別損失合計 36,018 1,085

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △15,848 43,958

法人税、住民税及び事業税 1,829 1,888

法人税等調整額 1,136 △40

法人税等合計 2,966 1,848

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,814 42,110
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△15,848 43,958

減価償却費 6,982 8,534

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,761 1,673

貸倒引当金の増減額（△は減少） 896 △499

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,429 4,426

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,946 △1,869

受取利息及び受取配当金 △836 △386

支払利息 3,288 4,805

為替差損益（△は益） △3,545 △3,776

投資有価証券評価損益（△は益） 33,045 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △40,420

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） 228,557 △997,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △174,944 227,972

未収消費税等の増減額（△は増加） 9,256 96,790

仕入債務の増減額（△は減少） 59,618 66,582

その他 △29,963 41,400

小計 129,537 △548,371

利息及び配当金の受取額 836 572

利息の支払額 △3,364 △5,100

法人税等の支払額 △3,710 △3,898

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,298 △556,798

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 △675

投資有価証券の売却による収入 － 44,000

有形固定資産の取得による支出 △240 △297

無形固定資産の取得による支出 △2,172 △42,542

差入保証金の回収による収入 923 502

貸付金の回収による収入 20,619 1,740

その他 △409 △1,228

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,187 1,497

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） 231,538 553,168

長期借入金の返済による支出 △80,000 －

自己株式の取得による支出 － △10,190

配当金の支払額 △22,438 △22,090

財務活動によるキャッシュ・フロー 129,099 520,888

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,927 △3,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203,283 △38,203

現金及び現金同等物の期首残高 290,743 368,037
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  494,027 ※  329,833
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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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