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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 1,397 △7.5 35 △40.2 36 △41.7 20 △34.2
23年3月期第1四半期 1,510 100.9 59 ― 62 ― 31 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 16百万円 （41.9％） 23年3月期第1四半期 11百万円 （―％）

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3月期第1四半期 4.03 ―
23年3月期第1四半期 6.13 ―

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1四半期 6,345 2,731 43.1 537.47
23年3月期 6,336 2,766 43.7 544.20
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  2,731百万円 23年3月期  2,766百万円

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  
平成24年３月期の配当予想額は、未定であります。 

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 2,952 △2.2 85 △37.0 82 △38.9 49 △28.7 9.64
通期 6,470 15.9 280 63.6 276 68.5 164 184.9 32.32



(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ます。 
なお、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等については、添付資料２
ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

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3月期1Q 5,090,000 株 23年3月期 5,090,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 7,120 株 23年3月期 7,120 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,082,880 株 23年3月期1Q 5,082,880 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況

にあるものの、寸断されていたサプライチェーンなどの回復とともに企業の生産活動にも回復傾向が見

られるなど、一部では明るい兆しが見られました。 

 しかし、雇用情勢の厳しさに加え、電力供給の制約や原子力被害の影響による経済活動の停滞、更に

は円高基調と原油高の長期化懸念により、景気が下振れするリスクが内在しており、依然として厳しい

経営環境が続いております。 

 当社グループの主力市場である半導体製造装置関連及び産業用エレクトロニクス業界におきまして

は、震災後の４月から５月にかけて各種部品確保の動きがみられ、一時的に受注増加の傾向にありまし

たが、その反動で６月以降の受注は減少傾向にあります。加えて、半導体メモリーの価格下落やパソコ

ン販売の減少等に伴い、海外の半導体メーカー及び半導体生産受託会社等が、設備投資を手控える動き

も見られます。 

 このような状況の中、当社グループは引き続き営業基盤の強化を優先課題に取り組み、営業力の強化

と食品加工業界、エコ関連業界の市場開拓を行うとともに、新商材の発掘及び拡販活動に取り組んでお

ります。 

 以上の結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,397百万円（前年同

四半期比7.5％減）、営業利益35百万円（前年同四半期比40.2％減）、経常利益36百万円（前年同四半

期比41.7％減）、四半期純利益20百万円（前年同四半期比34.2％減）という結果になりました。 

なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメント別の記載は行っておりません。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、6,345百万円（前連結会計年度末比９百万円、0.1％

増）となりました。流動資産は主に、受取手形及び売掛金等が増加したことから前連結会計年度末に比

べ24百万円増加いたしました。固定資産は主として、設備等の減価償却が進んだことによる有形固定資

産等の減少及び投資有価証券の減少により前連結会計年度末に比べ15百万円減少いたしました。 

 負債は、3,613百万円（前連結会計年度末比43百万円、1.2％増）となりました。流動負債は主に、支

払手形及び買掛金が増加したことから前連結会計年度末に比べ52百万円増加し、固定負債は主に、長期

借入金の減少により前連結会計年度末に比べ９百万円減少いたしました。 

純資産は、配当金支払い等による利益剰余金の減少により、2,731百万円（前連結会計年度末比34百

万円、1.2％減）となりました。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、現時点において、平成23年５月25日に公表いたしました

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想について変更はありません。 

  

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。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

役員退職慰労引当金 

当社は、平成19年６月に役員退職慰労金制度を廃止し、内規に基づく制度廃止時の要支給額を長期未

払金として計上しておりましたが、当連結会計年度において新たに役員退職慰労金規程を制定したた

め、これに基づき当第１四半期連結累計期間末における要支給額を計上しております。 

２．サマリー情報(その他)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

（４）追加情報
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,424,318 1,383,322

受取手形及び売掛金 1,520,936 1,587,026

商品 355,501 351,317

繰延税金資産 15,499 18,675

その他 6,703 7,419

貸倒引当金 △2,107 △2,122

流動資産合計 3,320,852 3,345,639

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 706,624 698,081

土地 1,170,924 1,170,924

その他（純額） 14,267 13,252

有形固定資産合計 1,891,815 1,882,258

無形固定資産 105,367 100,961

投資その他の資産   

投資有価証券 229,481 223,479

保険積立金 470,455 473,779

繰延税金資産 274,648 274,274

その他 78,835 80,411

貸倒引当金 △35,231 △35,226

投資その他の資産合計 1,018,190 1,016,718

固定資産合計 3,015,373 2,999,938

資産合計 6,336,225 6,345,578

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,159,792 1,214,462

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 76,000 76,000

リース債務 4,268 4,284

未払法人税等 42,038 17,354

賞与引当金 18,129 28,593

その他 69,331 81,836

流動負債合計 2,369,561 2,422,531

固定負債   

長期借入金 279,000 264,000

リース債務 13,170 12,093

退職給付引当金 26,316 27,846

役員退職慰労引当金 － 8,387
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

長期未払金 881,773 878,541

長期預り保証金 282 282

固定負債合計 1,200,542 1,191,150

負債合計 3,570,104 3,613,682

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 372,500 372,500

利益剰余金 1,886,316 1,855,987

自己株式 △3,587 △3,587

株主資本合計 2,755,228 2,724,900

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,752 9,437

繰延ヘッジ損益 △2,859 △2,442

その他の包括利益累計額合計 10,892 6,995

純資産合計 2,766,121 2,731,895

負債純資産合計 6,336,225 6,345,578
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,510,180 1,397,559

売上原価 1,231,478 1,151,213

売上総利益 278,702 246,346

販売費及び一般管理費 219,664 211,055

営業利益 59,037 35,291

営業外収益   

受取利息 373 37

受取配当金 3,330 4,707

不動産賃貸料 940 494

その他 4,961 1,756

営業外収益合計 9,606 6,995

営業外費用   

支払利息 5,909 5,178

不動産賃貸費用 617 605

その他 37 307

営業外費用合計 6,564 6,091

経常利益 62,078 36,195

特別利益   

貸倒引当金戻入額 922 －

特別利益合計 922 －

税金等調整前四半期純利益 63,001 36,195

法人税、住民税及び事業税 15,788 17,011

法人税等調整額 16,051 △1,316

法人税等合計 31,839 15,695

少数株主損益調整前四半期純利益 31,161 20,500

四半期純利益 31,161 20,500
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 31,161 20,500

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,625 △4,314

繰延ヘッジ損益 161 417

その他の包括利益合計 △19,463 △3,897

四半期包括利益 11,697 16,603

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,697 16,603

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱栄電子（7567）　平成24年３月期 第１四半期決算短信

7



該当事項はありません。 

  

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
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