
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 

   

平成25年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年２月13日

上 場 会 社 名 株式会社栄電子 上場取引所 大

コ ー ド 番 号 7567 URL http://www.sakae-denshi.com/

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 隆志
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25年２月14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３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 2,874 △20.8 △13 - △19 - △14 -
24年３月期第３四半期 3,629 △17.1 62 △66.4 58 △67.6 18 △74.6

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 △9百万円( ―％) 24年３月期第３四半期 4百万円(△92.2％)

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３四半期 △2.78 -
24年３月期第３四半期 3.69 -

（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３四半期 5,866 2,699 46.0
24年３月期 6,066 2,708 44.7

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 2,699百万円 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）

連結業績予想に関する序文

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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（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

会計方針の変更に関する注記

（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３Ｑ 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３Ｑ 8,011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３Ｑ 5,082,682株 24年３月期３Ｑ 5,082,880株

発行済株式数に関する注記

※ 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予測に関する記述は、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３四半期連結累計期間における我が国経済は、引き続き復興関連の内需が見られたものの、欧州金

融危機や中国経済の成長鈍化などの影響により、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

しかしながら、景気対策への期待感から円安・株高等により、緩やかながら持ち直しの兆しが見え始め

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、

中国向けをはじめとする輸出の減少等の影響により、厳しい受注環境が続いております。スマートフォ

ン・タブレット等の情報端末は比較的堅調に推移しているものの、この反動からパソコン、デジタル家電

の需要不振により、全般的には国内外の装置メーカー、半導体メーカーが設備投資を手控える動きが長期

化しております。 

このような状況の中、当社グループは営業基盤の強化に取り組み、新市場と位置付けておりますエコ関

連業界、医療関連、食品加工業界の開拓で、新規取引先の獲得に注力するとともに、仕入先を含めお取引

先様の技術及び製品と当社既存の営業ルートとのマッチングによるユーザー様への提案営業を推進し、更

なる販路の拡大に努めております。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高2,874百万円(前年同四半期比20.8％減）、営業損失13百万

円(前年同四半期は営業利益62百万円）、経常損失19百万円(前年同四半期は経常利益58百万円)、四半期

純損失14百万円（前年同四半期は四半期純利益18百万円）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３四半期連結会計期間末における総資産は、5,866百万円（前連結会計年度末比199百万円、

3.3％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197百

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により前連結会計年度末に

比べ１百万円減少いたしました。 

 負債は、3,167百万円（前連結会計年度末比189百万円、5.7％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187百万円減少したことによるものであり

ます。 

純資産は、利益剰余金の減少等により、2,699百万円（前連結会計年度末比９百万円、0.3％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10月19日に公表いたしました

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、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３四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,450,981 1,360,115

受取手形及び売掛金 1,324,404 1,175,934

商品 325,383 368,050

繰延税金資産 11,619 7,658

その他 11,612 14,788

貸倒引当金 △1,423 △1,263

流動資産合計 3,122,577 2,925,283

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 673,018 650,386

土地 1,170,924 1,170,924

その他（純額） 10,704 9,228

有形固定資産合計 1,854,647 1,830,539

無形固定資産 87,742 74,560

投資その他の資産   

投資有価証券 237,137 245,320

保険積立金 483,750 493,721

繰延税金資産 253,373 274,192

その他 62,718 60,707

貸倒引当金 △35,903 △37,558

投資その他の資産合計 1,001,077 1,036,382

固定資産合計 2,943,467 2,941,483

資産合計 6,066,045 5,866,766

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,041,185 928,689

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 36,000

リース債務 4,334 4,384

未払法人税等 18,926 1,890

賞与引当金 15,593 6,419

その他 64,507 45,548

流動負債合計 2,210,545 2,022,931
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 213,000 190,000

長期未払金 869,670 868,102

リース債務 8,836 5,541

退職給付引当金 22,759 24,978

役員退職慰労引当金 31,975 55,562

長期預り保証金 282 170

固定負債合計 1,146,522 1,144,355

負債合計 3,357,068 3,167,287

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 1,812,373

自己株式 △3,587 △3,708

株主資本合計 2,695,433 2,681,165

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 21,041

繰延ヘッジ損益 △1,249 －

為替換算調整勘定 △2,596 △2,727

その他の包括利益累計額合計 13,543 18,314

純資産合計 2,708,976 2,699,479

負債純資産合計 6,066,045 5,866,766
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 3,629,924 2,874,499

売上原価 2,977,978 2,348,045

売上総利益 651,945 526,453

販売費及び一般管理費 589,418 539,632

営業利益又は営業損失（△） 62,527 △13,178

営業外収益   

受取利息 113 167

受取配当金 6,536 6,980

不動産賃貸料 1,482 1,482

仕入割引 4,762 3,298

その他 661 349

営業外収益合計 13,555 12,278

営業外費用   

支払利息 15,077 13,051

不動産賃貸費用 1,804 1,146

持分法による投資損失 － 3,089

その他 350 837

営業外費用合計 17,232 18,125

経常利益又は経常損失（△） 58,850 △19,025

特別利益   

退職給付過去勤務債務償却 9,455 －

特別利益合計 9,455 －

特別損失   

投資有価証券評価損 1,028 －

特別損失合計 1,028 －

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（△）

67,277 △19,025

法人税、住民税及び事業税 28,095 16,690

法人税等調整額 20,446 △21,569

法人税等合計 48,541 △4,879

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（△）

18,735 △14,146

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18,735 △14,146
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△）

18,735 △14,146

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,528 3,652

繰延ヘッジ損益 1,185 1,249

持分法適用会社に対する持分相当額 － △131

その他の包括利益合計 △14,342 4,771

四半期包括利益 4,393 △9,375

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,393 △9,375

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱栄電子（7567）　平成25年３月期第３四半期決算短信

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

㈱栄電子（7567）　平成25年３月期第３四半期決算短信

8


