
  

  

  

  

  

  

  

    

  

(％表示は、対前期増減率) 

  

平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年11月14日

上 場 会 社 名 株式会社栄電子 上場取引所 東
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) 取締役経理部長 (氏名) 津田 百子 (TEL)03-6385-7240
四半期報告書提出予定日 平成25年11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26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第２四半期 2,022 4.1 13 ― 74 ― △179 ―
25年３月期第２四半期 1,943 △24.1 △1 ― △5 ― △2 ―
(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 △156百万円( ―％) 25年３月期第２四半期 △17百万円( ―％)

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

26年３月期第２四半期 △35.32 ―
25年３月期第２四半期 △0.58 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 4,716 2,184 46.3
25年３月期 5,763 2,340 40.6
(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 2,184百万円 25年３月期 2,340百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

 26年３月期の配当予想は未定です。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 4,955 31.3 214 ― 268 ― 5 ― 0.98
(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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 5,090,000株 25年３月期 5,090,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 8,111株 25年３月期 8,111株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 5,081,889株 25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の手続き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ページ「連結業績予想
などの将来予測情報に関する説明」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、政府の経済政策や日本銀行の金融政策推進を背景と

した円高の是正及び株高の傾向を受けて、輸出関連企業を中心とした業績の好転や個人消費の持ち直しが

みられ、景気は緩やかな回復基調にあります。設備投資や雇用情勢にも改善がみられ、本格的な景気回復

への期待感がある一方で、海外では、米国の量的金融緩和の縮小・解除観測を機に、中国をはじめとした

新興国の景気減速感が強まり、国内景気にとって下振れとなる要因を依然としてかかえております。 

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、

先進国から新興国へ市場が拡大しているスマートフォン・タブレット端末関連分野の設備投資需要が受注

を牽引しております。 

一方、コンピュータ市場は、企業向けＰＣの買い替え需要が顕在化したものの、タブレットをはじめと

するモバイル端末の台頭により従来型パソコンの需要は依然として厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、引き続き新型コネクター・モーションコントロー

ルをはじめとした取扱製品の拡充、半導体製造装置産業、食品関連機械、医療機器市場、エコ関連・新エ

ネルギー市場等重点市場の開拓と深耕を進め、加えて技術・生産設備を有するお取引先との連携によるス

ピーディーで付加価値の高い提案営業を推進し、更なる販路の拡大に努めております。 

しかしながら、半導体市場の設備投資の増加による受注回復時期が当初の見込みより遅く、前年同期に

比べ増収となったものの、本格的な回復には至りませんでした。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,022百万円(前年同四半期比4.1％増）、営業

利益13百万円(前年同四半期は営業損失１百万円）となりました。 

経常利益は、保険解約差益55百万円を計上したこともあり74百万円(前年同四半期は経常損失５百万

円)、四半期純損益については役員退職功労加算金を特別損失として計上した結果、四半期純損失179百万

円（前年同四半期は四半期純損失２百万円）となりました。 

 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、4,716百万円（前連結会計年度末比1,046百万円、

18.2％減）となりました。流動資産は、現金及び預金の減少により前連結会計年度末に比べ565百万円

減少いたしました。固定資産は主として、保険積立金の満期及び解約による減少と投資有価証券の増加

により前連結会計年度末に比べ480百万円減少いたしました。 

 負債は、2,532百万円（前連結会計年度末比890百万円、26.0％減）となりました。主として役員退職

金の支払いに伴う未払金の減少によるものであります。 

純資産は、利益剰余金の減少及びその他有価証券評価差額金等の増加により、2,184百万円（前連結

会計年度末比156百万円、6.7％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、947百万円

（前連結会計年度末比279百万円減少）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によるキャッシュ・フローは、1,077百万円の支出（前

年同四半期連結累計期間は64百万円の収入)となりました。これは主要因として役員退職慰労金の支払

い1,160百万円によるものです。   

（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によるキャッシュ・フローは、839百万円の収入（前年

同四半期連結累計期間は17百万円の支出）となりました。これは主要因として、保険積立金の満期及び

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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解約による収入557百万円と定期預金払戻しによる収入300百万円によるものです。 

（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によるキャッシュ・フローは、41百万円の支出となり、

前年同四半期連結累計期間とほぼ同水準となりました。 

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年８月15日に公表いたしました第２四半期累計期

間の業績予想と実績値に差異が生じました。詳細につきましては、本日公表の「平成26年３月期第２四

半期累計期間業績予想と実績値の差異に関するお知らせ」を参照ください。 

なお、通期業績につきましては、平成25年８月15日公表いたしました通期業績予想数値を据え置いて

おりますが、今後の業績の推移に応じて修正が必要であると判断した場合には、速やかに公表いたしま

す。 

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

  

  

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,527,838 947,941

受取手形及び売掛金 1,186,264 1,256,312

商品 320,272 256,176

繰延税金資産 9,090 10,168

その他 9,600 18,489

貸倒引当金 △1,860 △3,460

流動資産合計 3,051,206 2,485,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 642,842 628,963

土地 1,170,924 1,170,924

その他（純額） 8,894 12,967

有形固定資産合計 1,822,660 1,812,855

無形固定資産 70,192 63,318

投資その他の資産   

投資有価証券 297,400 321,587

保険積立金 497,045 －

その他 58,383 72,980

貸倒引当金 △33,581 △39,381

投資その他の資産合計 819,248 355,186

固定資産合計 2,712,101 2,231,360

資産合計 5,763,308 4,716,988

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 875,643 922,137

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 78,000 70,000

リース債務 4,401 5,525

未払法人税等 8,174 11,333

賞与引当金 12,799 10,615

その他 908,767 44,470

流動負債合計 2,887,786 2,064,082
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 325,000 295,000

長期未払金 1,824 26,275

リース債務 4,435 7,636

繰延税金負債 113,257 118,517

退職給付引当金 26,500 20,713

役員退職慰労引当金 63,425 －

長期預り保証金 170 170

固定負債合計 534,612 468,313

負債合計 3,422,398 2,532,396

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 1,413,036 1,233,567

自己株式 △3,723 △3,723

株主資本合計 2,281,812 2,102,343

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 60,543 78,279

為替換算調整勘定 △1,446 3,969

その他の包括利益累計額合計 59,096 82,249

純資産合計 2,340,909 2,184,592

負債純資産合計 5,763,308 4,716,988
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,943,153 2,022,400

売上原価 1,590,034 1,668,614

売上総利益 353,118 353,786

販売費及び一般管理費 354,592 340,379

営業利益又は営業損失（△） △1,473 13,406

営業外収益   

受取利息 75 66

受取配当金 5,354 6,254

不動産賃貸料 988 988

仕入割引 2,259 1,436

持分法による投資利益 － 3,814

保険解約差益 － 55,752

その他 409 1,051

営業外収益合計 9,087 69,363

営業外費用   

支払利息 9,136 7,625

不動産賃貸費用 775 761

持分法による投資損失 2,782 －

その他 70 120

営業外費用合計 12,765 8,508

経常利益又は経常損失（△） △5,151 74,260

特別損失   

役員退職功労加算金 － 245,753

特別損失合計 － 245,753

税金等調整前四半期純損失（△） △5,151 △171,492

法人税、住民税及び事業税 14,062 9,957

法人税等調整額 △16,268 △1,979

法人税等合計 △2,206 7,977

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,944 △179,469

四半期純損失（△） △2,944 △179,469
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,944 △179,469

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,157 17,736

繰延ヘッジ損益 805 －

持分法適用会社に対する持分相当額 498 5,416

その他の包括利益合計 △14,853 23,152

四半期包括利益 △17,798 △156,316

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,798 △156,316

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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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損失（△） △5,151 △171,492

減価償却費 25,294 23,784

貸倒引当金の増減額（△は減少） △783 7,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,107 △5,786

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,725 △14,725

長期未払金の増減額（△は減少） △1,511 24,451

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,695 △2,184

受取利息及び受取配当金 △5,430 △6,320

支払利息 9,136 7,625

持分法による投資損益（△は益） 2,782 △3,814

売上債権の増減額（△は増加） 120,332 △75,847

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,781 64,095

仕入債務の増減額（△は減少） △67,366 46,494

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,122 10,014

保険解約差益 － △55,752

役員退職功労加算金 － 245,753

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,634 3,828

その他の流動負債の増減額（△は減少） 562 △6,256

その他 2,515 497

小計 84,249 91,765

利息及び配当金の受取額 5,355 6,325

利息の支払額 △8,028 △7,642

役員退職慰労金の支払額 － △1,160,675

法人税等の支払額 △17,487 △7,309

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,089 △1,077,536

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △614 △480

投資有価証券の取得による支出 △427 △301

保険積立金の積立による支出 △6,647 △4,431

保険積立金の解約による収入 － 557,229

差入保証金の回収による収入 31 －

その他 △10,112 △12,552

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,769 839,464

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 △2,158 △2,299

配当金の支払額 △0 △9

その他 △6,464 △1,516

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,622 △41,824

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） △303 △279,896

現金及び現金同等物の期首残高 1,150,981 1,227,838

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,150,677 947,941
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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