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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9月30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3四半期 13,346 △1.8 120 △18.3 121 △12.4 33 △67.6
23年12月期第3四半期 13,593 △20.8 147 △66.6 138 △67.7 103 △72.9

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 38百万円 （△22.2％） 23年12月期第3四半期 49百万円 （―％）

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3四半期 2.70 ―
23年12月期第3四半期 8.33 ―

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12月期第3四半期 7,771 1,916 24.7 153.91
23年12月期 6,828 1,921 28.1 154.29
（参考） 自己資本  24年12月期第3四半期  1,916百万円 23年12月期  1,921百万円

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 ― 3.50 3.50
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 3.50 3.50

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、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 17,600 △6.9 170 △52.8 170 △51.4 70 △75.9 5.62



(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 
半期財務諸表の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については、四半期決算
短信(添付資料)３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  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3Q 12,451,300 株 23年12月期 12,451,300 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 70 株 23年12月期 70 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 12,451,230 株 23年12月期3Q 12,451,230 株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州債務問題に対する根強い不安や中国をはじめと

する新興国の成長の鈍化を背景に一段の減速感が強まりました。また、わが国経済は、復興需要を背景

に持ち直しの動きがみられたものの世界経済の減速や円高の長期化、電力供給不安問題等、懸念すべき

問題も多く依然として不透明感が強い状況で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループは主力のコンポーネント事業のシェア拡大を目指し、LED照明

の販売及びスマートフォン向けカメラモジュールの販売や、アジア地域での事業展開を強化してきまし

た。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、コンポーネント事業の健闘及びアジア地域を主体

としたEMS事業が収益に寄与しましが、市場環境の変化等によりパソコン関連用部品の販売が減少した

影響等により、133億46百万円（前年同期比△２億47百万円 1.8％減）となりました。売上総利益につ

きましては、EMS関連事業も健闘したもののパソコン関連用部品の販売が減少した影響等により、11億

58百万円（前年同期比△１億24百万円 9.7％減）となりました。 

営業利益、経常利益につきましてもそれぞれ１億20百万円（前年同期比△26百万円 18.3%減）、１億

21百万円（前年同期比△17百万円 12.4%減）となりました。四半期純利益は、繰延税金資産の回収可能

性の検討の結果、繰延税金資産を取り崩したため、33百万円（前年同期比△70百万円 67.6%減）となり

ました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して９億42百万円増加し、77億71

百万円となりました。これは流動資産の現金及び預金が３億81百万円、受取手形及び売掛金が11億11百

万円増加したのに対し、流動資産「その他」が４億45百万円減少したのが主な要因であります。 

負債合計は、９億47百万円増加し、58億55百万円となりました。これは買掛金が11億52百万円増加し

たのに対し、流動負債「その他」が２億３百万円減少したのが主な要因であります。 

純資産の部は、４百万円減少の19億16百万円となり、自己資本比率は24.7％となっております。 

  

平成24年８月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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

（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。 

  

 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

（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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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,767,554 2,149,303

受取手形及び売掛金 2,781,723 3,892,975

たな卸資産 543,040 551,731

その他 661,005 215,119

貸倒引当金 △2,173 △1,238

流動資産合計 5,751,150 6,807,891

固定資産   

有形固定資産 773,072 746,913

無形固定資産 16,578 21,662

投資その他の資産   

その他 622,977 526,239

貸倒引当金 △334,984 △330,941

投資その他の資産合計 287,992 195,297

固定資産合計 1,077,643 963,873

資産合計 6,828,794 7,771,765

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,424,689 3,577,670

短期借入金 245,720 232,800

1年内返済予定の長期借入金 713,808 838,699

未払法人税等 27,266 20,324

賞与引当金 － 31,227

役員賞与引当金 18,233 13,681

その他 363,398 160,018

流動負債合計 3,793,115 4,874,423

固定負債   

長期借入金 830,961 696,305

退職給付引当金 91,145 103,263

役員退職慰労引当金 125,120 122,953

資産除去債務 14,465 14,643

その他 52,899 43,833

固定負債合計 1,114,593 980,999

負債合計 4,907,708 5,855,422
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 753,155 753,155

利益剰余金 1,486,643 1,476,652

自己株式 △15 △15

株主資本合計 2,239,783 2,229,791

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △24 376

為替換算調整勘定 △318,673 △313,826

その他の包括利益累計額合計 △318,698 △313,449

純資産合計 1,921,085 1,916,342

負債純資産合計 6,828,794 7,771,765
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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１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 13,593,487 13,346,348

売上原価 12,309,705 12,187,422

売上総利益 1,283,782 1,158,925

販売費及び一般管理費 1,136,686 1,038,812

営業利益 147,095 120,112

営業外収益   

受取利息 2,449 2,698

受取配当金 836 957

保険解約返戻金 － 17,893

為替差益 4,888 －

受取賃貸料 1,804 2,485

その他 4,151 4,607

営業外収益合計 14,130 28,643

営業外費用   

支払利息 19,961 17,498

為替差損 － 7,692

デリバティブ評価損 94 35

その他 2,635 2,158

営業外費用合計 22,690 27,385

経常利益 138,535 121,370

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14,285 －

固定資産売却益 32 4,127

償却債権取立益 2,493 －

特別利益合計 16,811 4,127

特別損失   

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 2,428 779

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,009 －

特別損失合計 7,449 779

税金等調整前四半期純利益 147,896 124,718

法人税、住民税及び事業税 42,450 40,968

過年度法人税等 2,749 －

法人税等調整額 △1,070 50,162

法人税等合計 44,129 91,130

少数株主損益調整前四半期純利益 103,767 33,587

四半期純利益 103,767 33,587
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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１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 103,767 33,587

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △240 401

為替換算調整勘定 △53,607 4,847

その他の包括利益合計 △53,848 5,248

四半期包括利益 49,919 38,836

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 49,919 38,836
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 該当事項はありません。 

  

   前第３四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。  

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３連結会計期間の

末日後となるもの 

該当事項はありません。  

  

３．株主資本の金額の著しい変動 

当社は、平成23年５月10日付で欠損填補に伴う減資を行いました。この結果、第２四半期連結会計

期間において、資本金が643,273千円、資本剰余金が1,303,001千円それぞれ減少し、利益剰余金が

1,946,275千円増加しております。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における資本金は753,155千円、資本剰余金は、ゼロと

なっております。 

なお、株主資本合計金額には、著しい変動はありません。 

  

   当第３四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３連結会計期間の

末日後となるもの 

該当事項はありません。  

  

３．株主資本の金額の著しい変動 

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

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月29日
定時株主総会

普通株式 43,579 3.50 平成23年12月31日 平成24年３月30日 利益剰余金
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