
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 内田 淳 (TEL) 03-6385-7240

四半期報告書提出予定日 平成24年８月10日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）
（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 ％

25年３月期第１四半期 998 △28.5 △0 － △0 － △4 －
24年３月期第１四半期 1,397 △7.5 35 △40.2 36 △41.7 20 △34.2

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △12百万円( －％) 24年３月期第１四半期 16百万円( 41.9％)

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３月期第１四半期 △0.93 －
24年３月期第１四半期 4.03 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 6,060 2,696 44.5
24年３月期 6,066 2,708 44.7

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,696百万円 24年３月期 2,708百万円

２．配当の状況

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３月期 － 0.00 － 0.00 0.00
25年３月期 －

25年３月期(予想) － － 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 3,027 18.3 140 155.8 135 157.9 71 171.0 14.06
通期 6,709 44.6 387 522.4 377 661.6 198 － 39.12

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 5,090,000株 24年３月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 7,120株 24年３月期 7,120株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 5,082,880株 24年３月期１Ｑ 5,082,880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連結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「連結業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。
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 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州金融危機等の影響による海外景気の下振れ 

 リスクや円高の進行が企業収益を下押しする状況が続いており、中国の経済成長率にも不透明感が 

 出てくるなど全体的に減速傾向が見られました。日本経済においては、世界経済の停滞感を受け、 

 回復の進展は緩やかなものとなっております。 

  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、半導体メモリーの価格下落に加え、デジタル家庭電化製品の需要が引き続き低迷し、世界の 

 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状況にあります。 

  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最優先課題とし、エコ関連業 

 界、医療関連、食品加工業界の更なる市場開拓及び新商材の開拓と深耕を行うとともに、付加価値 

 の高い提案営業を積極的に展開しております。     

  当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高998百万円(前年同四半期比28.5％減）、営業損失０ 

  百万円(前年同四半期は営業利益35百万円）、経常損失０百万円(前年同四半期は経常利益36百万 

 円)、四半期純損失４百万円（前年同四半期は四半期純利益20百万円）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、6,060百万円（前連結会計年度末比△５百万円、

0.1％減）となりました。流動資産は、現金及び預金と商品が増加した一方で、受取手形及び売掛金が

減少したことから前連結会計年度末に比べ10百万円増加いたしました。固定資産は主として、設備等の

減価償却に伴う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、3,364百万円（前連結会計年度末比７百万円、0.2％増）となりました。主として支払手 

形及び買掛金の増加及び一年内返済予定の長期借入金の減少により流動負債が前連結会計年度末に比べ

５百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金等の減少により、2,696百万円（前連結会計年

度末比△12百万円、0.5％減）となりました。 

  

平成25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24年５月18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。 

  

  

(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)  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成２４年４

月１日以降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。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

     

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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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,450,981 1,483,301

受取手形及び売掛金 1,324,404 1,245,190

商品 325,383 381,536

繰延税金資産 11,619 13,971

その他 11,612 10,168

貸倒引当金 △1,423 △1,338

流動資産合計 3,122,577 3,132,829

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 673,018 665,474

土地 1,170,924 1,170,924

その他（純額） 10,704 10,625

有形固定資産合計 1,854,647 1,847,024

無形固定資産 87,742 83,335

投資その他の資産   

投資有価証券 237,137 225,562

保険積立金 483,750 487,074

繰延税金資産 253,373 258,078

その他 62,718 61,915

貸倒引当金 △35,903 △35,266

投資その他の資産合計 1,001,077 997,364

固定資産合計 2,943,467 2,927,724

資産合計 6,066,045 6,060,554

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,041,185 1,062,160

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 66,000 56,000

リース債務 4,334 4,350

未払法人税等 18,926 9,772

賞与引当金 15,593 24,357

その他 64,507 59,487

流動負債合計 2,210,545 2,216,129

固定負債   

長期借入金 213,000 208,000

長期未払金 869,670 868,914

リース債務 8,836 7,742

退職給付引当金 22,759 23,340

㈱栄電子（7567）　平成25年3月期第1四半期決算短信

4



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

役員退職慰労引当金 31,975 39,837

長期預り保証金 282 170

固定負債合計 1,146,522 1,148,004

負債合計 3,357,068 3,364,134

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 1,826,520 1,821,775

自己株式 △3,587 △3,587

株主資本合計 2,695,433 2,690,687

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17,389 7,571

繰延ヘッジ損益 △1,249 △831

為替換算調整勘定 △2,596 △1,007

その他の包括利益累計額合計 13,543 5,732

純資産合計 2,708,976 2,696,420

負債純資産合計 6,066,045 6,060,554
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,397,559 998,877

売上原価 1,151,213 816,080

売上総利益 246,346 182,796

販売費及び一般管理費 211,055 183,795

営業利益又は営業損失（△） 35,291 △998

営業外収益   

受取利息 37 37

受取配当金 4,707 5,209

不動産賃貸料 494 494

その他 1,756 1,308

営業外収益合計 6,995 7,050

営業外費用   

支払利息 5,178 4,603

不動産賃貸費用 605 494

持分法による投資損失 － 1,421

その他 307 24

営業外費用合計 6,091 6,543

経常利益又は経常損失（△） 36,195 △491

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

36,195 △491

法人税、住民税及び事業税 17,011 9,663

法人税等調整額 △1,316 △5,409

法人税等合計 15,695 4,253

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

20,500 △4,745

四半期純利益又は四半期純損失（△） 20,500 △4,745
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

20,500 △4,745

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,314 △9,817

繰延ヘッジ損益 417 418

持分法適用会社に対する持分相当額 － 1,588

その他の包括利益合計 △3,897 △7,810

四半期包括利益 16,603 △12,555

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16,603 △12,555

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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