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1. 平成26年12月期第2四半期の連結業績（平成26年1月1日～平成26年6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 ％

26年12月期第2四半期 9,351 16.6 61 ― 53 83.2 26 211.0
25年12月期第2四半期 8,019 △6.5 3 △95.0 28 △64.2 8 12.8

（注）包括利益 26年12月期第2四半期 △20百万円 （―％） 25年12月期第2四半期 150百万円 （472.3％）

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

26年12月期第2四半期 2.15 ―
25年12月期第2四半期 0.69 ―

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

26年12月期第2四半期 7,828 2,283 29.2 183.36
25年12月期 8,640 2,334 27.0 187.48
（参考）自己資本 26年12月期第2四半期 2,283百万円 25年12月期 2,334百万円

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

25年12月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
26年12月期 ― 0.00
26年12月期（予想） ― 3.50 3.50

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成26年 1月 1日～平成26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 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,500 10.9 200 30.7 16.06



(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 
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等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」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） 26年12月期2Q 12,451,300 株 25年12月期 12,451,300 株
② 期末自己株式数 26年12月期2Q 70 株 25年12月期 70 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期2Q 12,451,230 株 25年12月期2Q 12,451,230 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

  

当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要に

よる反動減の影響も懸念されましたが、政府の経済対策や金融政策により、企業収益及び個人消費の大幅な落ち込み

はみられず、ゆるやかな回復基調で推移しました。一方海外では、新興国の景気減速、先進国での量的金融緩和策の

縮小の時期や影響等、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、LED製品、センサー関連製品、スイッチング電源関連製品等の拡販とシェ

アアップ、新たな市場（産業機器関連市場、車載関連市場）での販売拡充、アジア・アセアン地域における日系顧客

への販売拡充等に努めました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、93億51百万円（前年同期比+13億31百万円 16.6％増）、売上総利益も８億

13百万円（前年同期比+１億25百万円 18.2％増）となりました。  

営業利益、経常利益、四半期純利益につきましても、それぞれ61百万円（前年同期比+57百万円）、53百万円（前年

同期比+24百万円）、26百万円（前年同期比+18百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

① 財政状態の状況 

当第２四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８億11百万円減少し、78億28百万円とな

りました。これは流動資産の現金及び預金が３億64百万円、受取手形及び売掛金が４億23百万円、たな卸資産が47

百万円減少したのが主な要因であります。 

負債合計は、７億60百万円減少し、55億45百万円となりました。これは買掛金が２億99百万円、1年内返済予定の

長期借入金が１億10百万円、長期借入金が１億73百万円減少したのが主な要因であります。 

純資産の部は、その他の包括利益累計額の為替換算調整勘定が減少した結果、51百万円減少の22億83百万円とな

りました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末より３億64百万円減少し、

24億12百万円となりました。 

（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・フローは、53百万円のプラスとなりました。これは、売上債権の減少額（+３億33

百万円)に対し、仕入債務の減少額（△１億91百万円）、役員退職慰労引当金の減少額（△92百万円）等によるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、５百万円のマイナスとなりました。これは有形固定資産の取得による

支出（△６百万円）等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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億35百万円のマイナスとなりました。これは短期借入金の純増減額

（△22百万円）、長期借入金の返済による支出（△２億82百万円）、配当金の支払額（△31百万円）によるもの

であります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年２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。 
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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 

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。 
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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25年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,777,144 2,412,729 

    受取手形及び売掛金 4,014,859 3,591,514 

    たな卸資産 885,000 837,730 

    その他 134,215 184,718 

    貸倒引当金 － △7,003 

    流動資産合計 7,811,220 7,019,688 

  固定資産     

    有形固定資産 568,761 551,356 

    無形固定資産 27,851 24,719 

    投資その他の資産     

      その他 542,139 542,622 

      貸倒引当金 △309,784 △309,647 

      投資その他の資産合計 232,355 232,975 

    固定資産合計 828,968 809,051 

  資産合計 8,640,188 7,828,739 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 3,919,835 3,620,245 

    短期借入金 579,645 557,480 

    1年内返済予定の長期借入金 468,937 358,175 

    未払法人税等 24,186 21,362 

    賞与引当金 － 14,593 

    役員賞与引当金 － 5,500 

    その他 396,144 312,654 

    流動負債合計 5,388,748 4,890,009 

  固定負債     

    長期借入金 614,688 440,995 

    退職給付引当金 129,718 131,643 

    役員退職慰労引当金 132,085 39,681 

    資産除去債務 14,936 15,056 

    その他 25,704 28,281 

    固定負債合計 917,133 655,657 

  負債合計 6,305,882 5,545,667 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 753,155 753,155 

    利益剰余金 1,598,913 1,594,518 

    自己株式 △15 △15 

    株主資本合計 2,352,052 2,347,658 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,923 2,901 

    為替換算調整勘定 4,938 △43,585 

    在外子会社の退職給付債務調整額 △24,608 △23,902 

    その他の包括利益累計額合計 △17,746 △64,585 

  純資産合計 2,334,306 2,283,072 

負債純資産合計 8,640,188 7,828,739 
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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２四半期連結累計期間 

   

 

                      (単位：千円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 8,019,960 9,351,409 

売上原価 7,331,066 8,537,441 

売上総利益 688,893 813,967 

販売費及び一般管理費 685,258 752,523 

営業利益 3,635 61,444 

営業外収益     

  受取利息 2,517 2,639 

  為替差益 27,409 － 

  受取賃貸料 1,605 1,789 

  その他 4,742 5,691 

  営業外収益合計 36,276 10,120 

営業外費用     

  支払利息 9,884 9,211 

  為替差損 － 8,115 

  その他 1,083 1,219 

  営業外費用合計 10,968 18,546 

経常利益 28,943 53,018 

特別利益     

  固定資産売却益 1,324 557 

  特別利益合計 1,324 557 

特別損失     

  固定資産除却損 37 － 

  特別損失合計 37 － 

税金等調整前四半期純利益 30,230 53,576 

法人税、住民税及び事業税 22,897 26,620 

法人税等調整額 △1,263 222 

法人税等合計 21,633 26,843 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,596 26,733 

四半期純利益 8,596 26,733 
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四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 

   

 

                      (単位：千円) 

                    前第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,596 26,733 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 605 978 

  為替換算調整勘定 141,317 △48,523 

  在外子会社の退職給付債務調整額 － 706 

  その他の包括利益合計 141,923 △46,838 

四半期包括利益 150,519 △20,105 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 150,519 △20,105 
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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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

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利益 30,230 53,576 

  減価償却費 28,681 27,155 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,484 6,896 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,720 △92,404 

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9,000 5,500 

  受取利息及び受取配当金 △3,439 △3,618 

  支払利息 9,884 9,211 

  為替差損益（△は益） △58,037 23,009 

  固定資産除却損 37 － 

  固定資産売却損益（△は益） △1,324 △557 

  売上債権の増減額（△は増加） △197,552 333,972 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △260,032 32,186 

  その他の資産の増減額（△は増加） 13,996 △61,665 

  仕入債務の増減額（△は減少） 786,793 △191,418 

  その他の負債の増減額（△は減少） △8,799 △79,631 

  その他 △2,307 15,977 

  小計 352,333 78,191 

  利息及び配当金の受取額 3,439 3,618 

  利息の支払額 △10,327 △8,916 

  法人税等の支払額 △20,872 △19,278 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 324,573 53,614 

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 △18,956 △6,333 

  無形固定資産の取得による支出 △11,232 △119 

  有形固定資産の売却による収入 1,324 557 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △28,863 △5,894 

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） 48,040 △22,165 

  長期借入れによる収入 200,000 － 

  長期借入金の返済による支出 △424,410 △282,018 

  配当金の支払額 △18,676 △31,128 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △195,047 △335,311 

現金及び現金同等物に係る換算差額 172,215 △76,823 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 272,877 △364,415 

現金及び現金同等物の期首残高 2,200,480 2,777,144 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,473,358 2,412,729 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当社グループの事業は、電子部品販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載してお

りません。 
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