
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 1,943 △24.1 △1 ― △5 ― △2 ―
24年３月期第２四半期 2,559 △15.2 54 △59.5 52 △61.2 26 △61.6

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △17百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 13百万円(△61.4％)

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２四半期 △0.58 ―
24年３月期第２四半期 5.19 ―

（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２四半期 5,938 2,691 45.3
24年３月期 6,066 2,708 44.7

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 2,691百万円 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 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(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

通期 4,142 △10.7 34 △46.1 23 △54.5 0 - 0.01

(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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,082,880株 24年３月期２Ｑ 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きの対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続き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条件に基づいており、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３頁「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２四半期連結累計期間における我が国経済は、長引く円高や欧州債務危機を背景にした金融市場の

動揺、中国経済の変調等、世界経済の減速により、景気の先行きに対する不透明感が急速に強まっており

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、

スマートフォン等の情報端末は堅調に推移しているものの、半導体メモリーの価格下落や、パソコン、デ

ジタル家電の需要不振により、国内及び海外の半導体メーカー及び半導体製造装置生産受託会社等の一部

が設備投資を手控える動きが長期化しており、電子部品の需要は低調に推移しております。 

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を行っております。 

また、今期より強化しております新商材の拡販活動では、既存取引先はもとより新規取引先への新規案

件獲得に注力しております。     

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,943百万円(前年同四半期比24.1％減）、営業損失1百万

円(前年同四半期は営業利益54百万円）、経常損失５百万円(前年同四半期は経常利益52百万円)、四半期

純損失２百万円（前年同四半期は四半期純利益26百万円）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。 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、5,938百万円（前連結会計年度末比127百万円、

2.1％減）となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の減少により前連結会計年度末に比べ104百

万円減少いたしました。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22百万円減少いたしました。 

 負債は、3,247百万円（前連結会計年度末比109百万円、3.3％減）となりました。主として支払手形

及び買掛金の減少により流動負債が前連結会計年度末に比べ104百万円減少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、2,691百万円（前連結会計年

度末比17百万円、0.7％減）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における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、1,150百万

円（前連結会計年度末比０百万円減少）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、64百万円（前年同四半期連結累

計期間比60百万円減少)となりました。これは主要因として税金等調整前四半期純損失５百万円、売上

債権の減少120百万円、仕入債務の減少67百万円によるものです。   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、17百万円（前年同四半期連結累

計期間比10百万円増加）となりました。これは主要因として、保険積立金の積立による支出６百万円と

その他の支出10百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、46百万円（前年同四半期連結累

計期間比50百万円減少）となりました。これは主要因として長期借入金の返済による支出38百万円によ

るものです。 

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
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当第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成24年10月19日に公表いたしました業績予

想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成24年11月13日）公表致しました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、通期の業績予想につきましては、平成24年10月19日に公表致しました業績予想より修正を行っ

ておりません。 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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、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２四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

㈱栄電子（7567）　平成25年３月期第２四半期決算短信

4



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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,450,981 1,450,677

受取手形及び売掛金 1,324,404 1,204,072

商品 325,383 335,164

繰延税金資産 11,619 13,141

その他 11,612 15,945

貸倒引当金 △1,423 △1,294

流動資産合計 3,122,577 3,017,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 673,018 657,930

土地 1,170,924 1,170,924

その他（純額） 10,704 9,925

有形固定資産合計 1,854,647 1,838,779

無形固定資産 87,742 78,929

投資その他の資産   

投資有価証券 237,137 217,663

保険積立金 483,750 490,398

繰延税金資産 253,373 271,370

その他 62,718 59,398

貸倒引当金 △35,903 △35,249

投資その他の資産合計 1,001,077 1,003,581

固定資産合計 2,943,467 2,921,290

資産合計 6,066,045 5,938,998

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,041,185 973,818

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 46,000

リース債務 4,334 4,367

未払法人税等 18,926 15,577

賞与引当金 15,593 12,897

その他 64,507 53,618

流動負債合計 2,210,545 2,106,280

固定負債   

長期借入金 213,000 195,000

長期未払金 869,670 868,159

リース債務 8,836 6,644

退職給付引当金 22,759 23,866
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

役員退職慰労引当金 31,975 47,700

長期預り保証金 282 170

固定負債合計 1,146,522 1,141,539

負債合計 3,357,068 3,247,819

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 1,823,575

自己株式 △3,587 △3,587

株主資本合計 2,695,433 2,692,488

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 1,232

繰延ヘッジ損益 △1,249 △443

為替換算調整勘定 △2,596 △2,098

その他の包括利益累計額合計 13,543 △1,309

純資産合計 2,708,976 2,691,178

負債純資産合計 6,066,045 5,938,998
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,559,570 1,943,153

売上原価 2,104,511 1,590,034

売上総利益 455,059 353,118

販売費及び一般管理費 400,309 354,592

営業利益又は営業損失（△） 54,749 △1,473

営業外収益   

受取利息 75 75

受取配当金 4,868 5,354

不動産賃貸料 988 988

仕入割引 3,202 2,259

その他 358 409

営業外収益合計 9,492 9,087

営業外費用   

支払利息 10,208 9,136

不動産賃貸費用 1,196 775

持分法による投資損失 － 2,782

その他 335 70

営業外費用合計 11,741 12,765

経常利益又は経常損失（△） 52,501 △5,151

特別損失   

投資有価証券評価損 940 －

特別損失合計 940 －

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（△）

51,560 △5,151

法人税、住民税及び事業税 23,288 14,062

法人税等調整額 1,893 △16,268

法人税等合計 25,182 △2,206

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（△）

26,378 △2,944

四半期純利益又は四半期純損失（△） 26,378 △2,944
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

26,378 △2,944

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,692 △16,157

繰延ヘッジ損益 827 805

持分法適用会社に対する持分相当額 － 498

その他の包括利益合計 △12,865 △14,853

四半期包括利益 13,512 △17,798

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13,512 △17,798

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

51,560 △5,151

減価償却費 27,376 25,294

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,014 △783

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,095 1,107

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,115 △2,695

投資有価証券評価損益（△は益） 940 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,250 15,725

受取利息及び受取配当金 △4,943 △5,430

支払利息 10,208 9,136

持分法による投資損益（△は益） － 2,782

売上債権の増減額（△は増加） 81,194 120,332

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,051 △9,781

仕入債務の増減額（△は減少） △13,728 △67,366

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,432 △5,122

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,674 4,634

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,484 562

その他 △1,416 1,004

小計 169,896 84,249

利息及び配当金の受取額 4,868 5,355

利息の支払額 △9,593 △8,028

法人税等の支払額 △40,312 △17,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,859 64,089

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 － △614

投資有価証券の取得による支出 △460 △427

保険積立金の積立による支出 △6,647 △6,647

差入保証金の回収による収入 1,288 31

その他 △1,388 △10,112

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,208 △17,769

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） － －

長期借入金の返済による支出 △38,000 △38,000

リース債務の返済による支出 △2,125 △2,158

配当金の支払額 △50,759 △0

その他 △6,464 △6,464

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,350 △46,622

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,300 △303

現金及び現金同等物の期首残高 1,124,318 1,150,981

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,144,619 1,150,677
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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