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1.  平成25年9月期第1四半期の業績（平成24年10月1日～平成24年12月31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 ％

25年9月期第1四半期 15,310 △1.9 △123 ― 220 220.6 128 ―
24年9月期第1四半期 15,608 △19.2 70 ― 68 769.8 △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

25年9月期第1四半期 52.26 ―
24年9月期第1四半期 △1.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第1四半期 18,913 5,707 30.2
24年9月期 20,035 5,660 28.3
（参考） 自己資本   25年9月期第1四半期  5,707百万円 24年9月期  5,660百万円

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

24年9月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
25年9月期 ―
25年9月期（予想） 0.00 ― 35.00 35.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 29,000 △8.1 20 △69.6 10 △93.6 2 △94.9 0.81
通期 60,000 △11.1 90 △55.5 60 △52.1 10 86.1 4.06



(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） 

※  注記事項

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9月期1Q 2,529,100 株 24年9月期 2,529,100 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q 67,583 株 24年9月期 67,553 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 2,461,539 株 24年9月期1Q 2,529,100 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予想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、当社とし
てその実現を約束する趣旨のものではありません。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．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間（平成24年10月１日～平成24年12月31日）における世界経済は、欧州債務問

題はやや落ち着きを見せたものの不安定な状況は依然継続していることや、中国及び新興国の経済

成長ペースが鈍化していることなど厳しい状況が続いております。 

このような環境のもと、当社におきましては既存取引の強化及び新規顧客の獲得や取扱商品の拡大

に積極的に取り組み収益性の向上を目指してまいりましたが、スマートフォン向け半導体やＴＦＴ

パネルの需要は好調だったものの、ＯＤＤ（オプティカル・ディスク・ドライブ）市場の縮小や新

規材料ビジネスの低迷等により売上高は153億10百万円（前年同四半期比1.9％減）となりました。 

利益につきましては、棚卸資産の評価損計上等により営業損失が１億23百万円（前年同四半期は営

業利益70百万円）となりましたが、円安の進行により為替差益が３億49百万円発生したため経常利

益は２億20百万円（前年同四半期比220.6％増）となりました。また四半期純利益は１億28百万円

（前年同四半期は四半期純損失３百万円）となりました。 

当第１四半期累計期間における事業部門別概況は以下のとおりであります。 

 

① 半導体事業 

半導体事業は、スマートフォン向け半導体の需要が旺盛であり、薄型ＴＶ向け半導体の需要も堅調

に推移し、円安傾向もあり売上は堅調に推移いたしました。 

以上の結果、売上高は49億54百万円 (前年同四半期比27.0％増)となりました。 

 

② 電子デバイス事業 

電子デバイス事業は、スマートフォンやタブレット端末の需要拡大によりＰＣ需要が減少したため

ＯＤＤ市場が低迷し、主力製品であるＯＰＵ(オプティカル・ピック・アップ)の売上が低調に推移し

ました。 

以上の結果、売上高は32億４百万円（前年同四半期比19.2％減）となりました。 

 

③ ＬＣＤモジュール事業 

ＬＣＤモジュール事業は、顧客のハイエンドスマートフォンの販売が低迷したため、売上は前年同

期に比べ低調に推移しました。 

以上の結果、売上高は22億21百万円（前年同四半期比18.2％減）となりました。 

 

④ ＴＦＴパネル事業 

ＴＦＴパネル事業は、顧客の需要動向に適合した部品供給体制が充実したことと価格戦略が奏功

し、シェアが増加したため売上は堅調に推移いたしました。 

以上の結果、売上高は47億８百万円(前年同四半期比11.5％増)となりました。 

 

⑤ 電子材料事業 

電子材料事業は、顧客のＴＦＴセルビジネスの事業撤退及びバッテリーセルビジネスの減少等によ

り売上は大幅に低迷いたしました。 

以上の結果、売上高は２億21百万円（前年同四半期比72.3％減）となりました。 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

資産・負債・純資産の状況 

当第１四半期会計期間末の総資産は、売掛金が８億75百万円、商品が５億49百万円それぞれ減

少したこと等により、189億13百万円(前事業年度末比11億21百万円減)となりました。 

負債は、買掛金が６億45百万円、短期借入金が５億43百万円それぞれ減少したこと等により、

132億５百万円(前事業年度末比11億68百万円減)となりました。 

純資産は、四半期純利益により利益剰余金が１億28百万円増加したこと、剰余金の配当に伴う

利益剰余金の減少が86百万円あったこと等により、57億７百万円(前事業年度末比47百万円増)と

なりました。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

  現時点では平成24年11月13日発表の業績予想に変更はありませんが、業績予想を見直す必要が生

じた場合には、適時に見直し数値を開示する予定であります。 

 

２．サマリ―情報（注記事項）に関する事項 

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   （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１四半期会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期累計期間の損益への影響はありません。 

 



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 866,684 1,033,944

売掛金（純額） 12,439,837 11,564,574

商品 4,134,527 3,584,919

その他 696,590 916,221

流動資産合計 18,137,639 17,099,659

固定資産   

有形固定資産 1,341,741 1,336,034

無形固定資産 24,715 25,666

投資その他の資産 531,297 452,106

固定資産合計 1,897,754 1,813,807

資産合計 20,035,394 18,913,466

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,911,115 5,265,151

短期借入金 7,743,199 7,200,000

未払法人税等 2,944 21,461

賞与引当金 42,761 19,316

役員賞与引当金 20,000 －

その他 155,634 203,725

流動負債合計 13,875,655 12,709,655

固定負債   

退職給付引当金 66,815 68,490

役員退職慰労引当金 287,284 284,004

投資損失引当金 96,640 96,640

その他 48,587 47,208

固定負債合計 499,328 496,343

負債合計 14,374,983 13,205,999

純資産の部   

株主資本   

資本金 550,450 550,450

資本剰余金 2,382,670 2,382,670

利益剰余金 2,763,015 2,805,489

自己株式 △41,043 △41,060

株主資本合計 5,655,092 5,697,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,318 9,917

評価・換算差額等合計 5,318 9,917

純資産合計 5,660,410 5,707,467

負債純資産合計 20,035,394 18,913,466
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（２）四半期損益計算書 
 (第１四半期累計期間) 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 15,608,720 15,310,313

売上原価 15,160,942 15,046,336

売上総利益 447,777 263,976

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 127,763 136,047

退職給付費用 6,297 4,580

役員退職慰労引当金繰入額 4,800 4,026

賞与引当金繰入額 9,865 13,383

その他 228,083 229,182

販売費及び一般管理費合計 376,810 387,219

営業利益又は営業損失（△） 70,967 △123,242

営業外収益   

受取利息及び配当金 597 748

為替差益 17,426 349,722

その他 7,873 11,873

営業外収益合計 25,898 362,344

営業外費用   

支払利息 18,565 14,738

支払手数料 7,250 2,250

その他 2,212 1,410

営業外費用合計 28,027 18,398

経常利益 68,837 220,702

税引前四半期純利益 68,837 220,702

法人税、住民税及び事業税 231 19,076

法人税等調整額 71,793 72,997

法人税等合計 72,024 92,073

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,186 128,628
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 (4) 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。 

 

 (5) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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