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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 63,388 0.2 1,963 △0.2 1,998 0.7 1,088 0.2
23年3月期 63,261 30.3 1,966 92.5 1,985 87.8 1,085 80.9

（注）包括利益 24年3月期 1,074百万円 （△5.5％） 23年3月期 1,137百万円 （46.5％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 73.94 ― 6.7 6.1 3.1
23年3月期 73.79 ― 7.1 6.2 3.1

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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 33,471 16,697 49.9 1,134.69
23年3月期 31,996 15,843 49.5 1,076.66

（参考） 自己資本   24年3月期  16,697百万円 23年3月期  15,843百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 340 △87 105 2,717
23年3月期 502 △452 △256 2,350

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 206 19.0 1.3
24年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 235 21.6 1.4
25年3月期(予想) ― 8.50 ― 8.50 17.00 20.0

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 32,000 1.9 890 △6.6 910 △7.4 540 △6.1 36.70
通期 67,000 5.7 2,060 4.9 2,090 4.6 1,250 14.9 84.95



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 14,798,600 株 23年3月期 14,798,600 株
② 期末自己株式数 24年3月期 83,610 株 23年3月期 83,610 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 14,714,990 株 23年3月期 14,715,028 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 50,853 △4.3 1,716 △3.4 1,722 △2.9 928 △6.2
23年3月期 53,151 33.8 1,776 108.2 1,774 100.3 989 92.7

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

24年3月期 63.08 ―
23年3月期 67.27 ―

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 29,643 16,193 54.6 1,100.51
23年3月期 29,188 15,492 53.1 1,052.85

（参考） 自己資本 24年3月期  16,193百万円 23年3月期  15,492百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 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に基づいております。 



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  3

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  4

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  5

３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  6

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  6

（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  6

（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 ………………………………………………………  6

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  7

（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  7

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  9

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  9

連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  10

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  11

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  13

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  15

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  15

（７）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  17

（８）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  18

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………  18

（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  19

（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………………………………………  19

（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………………………………………  20

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………  21

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  22

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  24

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  24

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  25

（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………  25

（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………  28

（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………  30

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  32

６．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………  32

（１）連結の販売状況 ……………………………………………………………………………………………………  32



（1）経営成績に関する分析  

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災と原発事故による経済の落ち込みからは回復の兆しが見ら

れたものの、欧州の金融不安や円高の長期化、株価の低迷、タイの大洪水によるサプライチェーン混乱など後半に

かけて非常に厳しい状況で推移しました。 

このような状況下、当社グループは、重点課題である「４つの成長戦略」に掲げる「ＮＥＷビジネスの創造」

「パートナー商品の拡大」「オリジナル製品の拡大」「中国ビジネスの拡大」に注力すると共に、経費節減をはじ

めとした業務効率化を推進し、業績の向上に注力してまいりました。 

これらの結果、当社グループの当連結会計期間の業績は、売上高633億88百万円（前期比 0.2％増）、営業利益19

億63百万円（前期比 0.2％減）、経常利益19億98百万円（前期比 0.7％増）、当期純利益10億88百万円（前期比 

0.2％増）となりました。 

  

＜セグメント別の状況＞ 

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

  

ａ）ＦＡ・デバイス事業 

（産業機器システム） 売上高：273億39百万円（前期比 3.9％減） 構成比 43.1％ 

産業機器システム分野においては、産業機でマイクロレーザー加工機等の設備需要が増加したものの、半導体・

液晶及び電子機器製造装置向けでサーボモータ、プログラマブルコントローラーなどのＦＡ機器が減少しました。

この結果、当部門全体の売上高は、前期比3.9％の減少となりました。 

  

（半導体・デバイス） 売上高：163億14百万円（前期比 4.9％増） 構成比 25.7％ 

半導体・デバイス分野においては、デバイスは前年並みとなりましたが、半導体は海外向けが好調に推移し増加

しました。 

この結果、当部門全体の売上高は、前期比4.9％の増加となりました。 

  

これらの結果、ＦＡ・デバイス事業においては、売上高436億54百万円（前期比0.8％減、構成比68.9％）、営業

利益は、17億48百万円（前期比3.7％増）となりました。 

  

ｂ）社会・情報通信事業 

（社会インフラ） 売上高：105億10百万円（前期比 5.6％減） 構成比 16.6％ 

社会インフラ分野においては、ビル設備が業界全体の厳しい影響を受けて減少し、重電は前年にあった総合セン

ター向大口物件もなく減少となりました。冷熱・住設機器は、オール電化関連の需要減により減となりました。電

子医療機器は工業用向け放射線装置の増により増加しました。 

この結果、当部門全体の売上高は、前期比5.6％の減少となりました。 

  

（情報通信） 売上高：92億23百万円（前期比13.7％増） 構成比 14.6％ 

情報通信分野においては、主力の携帯電話でスマートフォンが好調に推移したことにより増加しました。 

この結果、当部門全体の売上高は、前期比13.7％の増加となりました。 

  

これらの結果、社会・情報通信事業においては、売上高197億34百万円（前期比2.6％増、構成比31.1％）、営業

利益は２億14百万円（前期比23.6％減）となりました。  

  

１．経営成績



＜次期の見通し（平成25年3月期）＞ 

次期の経済情勢は、欧州経済の停滞や円高の長期化など引き続き懸念材料はあるものの、新興国における経済の

持ち直し等により、緩やかな回復基調が続く見通しです。 

このような状況下、当社グループにおきましては、「４つの成長戦略」を一層強力に推進するとともに、営業と

技術力を生かした“総合力”の更なるレベルアップを目指してまいります。 

これにより、現時点での平成25年3月期の業績は、以下の通り増収増益の見通しとしております。 

  

＜連結＞ 

   

（2）財政状態に関する分析 

＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

当連結会計年度末における総資産は334億71百万円と、前連結会計年度末と比較して、14億75百万円増加しまし

た。 

  

＜流動資産＞ 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、268億73百万円（前連結会計年度末は251億71百万円）となり、17

億２百万円増加しました。主な増加の要因は、受取手形及び売掛金の増加（前連結会計年度末比７億91百万円増）

と商品の増加（前連結会計年度末比５億66百万円増）であります。 

  

＜固定資産＞ 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、65億97百万円（前連結会計年度末は68億25百万円）となり、２億

27百万円減少しました。主な減少の要因は、主として減価償却の実施による建物及び構築物の減少（前連結会計年

度末比77百万円減）であります。 

  

＜流動・固定負債＞ 

当連結会計年度末における負債の残高は、流動・固定合計で167億74百万円（前連結会計年度末は161億53百万

円）となり、６億21百万円増加しました。主な増加の要因は、支払手形及び買掛金の増加（前連結会計年度末比６

億45百万円増）であります。 

  

＜純資産＞ 

当連結会計年度末における純資産の残高は、166億97百万円（前連結会計年度末は158億43百万円）となり、８億

53百万円増加しました。主な増加の要因は、利益剰余金の増加（前連結会計年度末比８億67百万円増）でありま

す。 

   
＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ３億67百万円増加し、当連結会計年度末には27億17百万円となりました。 

  

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、３億40百万円（前連結会計年度は同５億２百万円）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益が19億94百万円あったことと法人税等の支払額が11億43百万円あったことによるもの

です。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、87百万円（前連結会計年度は同４億52百万円）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出が96百万円あったことによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、１億５百万円（前連結会計年度は２億56百万円の使用）となりました。これは

主に、短期借入金の純増加額が３億27百万円あったことによるものです。 

売上高 67,000百万円（前期比  5.7％ 増）

営業利益 2,060百万円（前期比  4.9％ 増）

経常利益 2,090百万円（前期比  4.6％ 増）

当期純利益 1,250百万円（前期比 14.9％ 増）



（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当   

ａ）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主各位に対する利益還元を経営上の 重要課題のひとつと認識し、安定的な配当の維持を基本としつ

つ業績の維持及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。 

また、内部留保資金につきましては、企業体質の充実と将来の業容拡大に備えるものであります。 

  

ｂ）当期・次期の配当 

当期の期末配当金は、平成23年11月7日に発表しましたとおり、１株当り８円とし、既に実施済みの中間配当金

８円とあわせ、年間配当金は16円とさせて頂きます。 

なお、次期の配当金につきましては、平成25年３月期の業績予想を踏まえ、中間期配当金８円50銭、期末配当金

８円50銭の年間17円と増配を予定しております。 



 当社グループは、当社（株式会社たけびし）と子会社５社により構成されており、産業機器システム、半導体・デバ

イス、社会インフラ（冷熱住設機器、ビル設備、重電、電子医療機器）、情報通信（情報システム、携帯電話等）の販

売とソフト開発を主な事業とし、更に関連する物流及び保守・サービス、工事等の事業活動を展開しております。 

 事業内容と当社及び子会社の当該事業における位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関係は次のとおりであり

ます。 

 事業の系統図は次のとおりであります。  

（注）１．○…連結子会社 

２．企業集団の状況

事 業 区 分 部    門 主 要 な 会 社 

ＦＡ・デバイス 

事     業 

産業機器システム 当社、竹菱(上海)電子貿易有限公司 

半導体・デバイス 当社、竹菱香港有限公司、竹菱(上海)電子貿易有限公司、竹菱興産㈱ 

社会・情報通信 

事     業 

社会インフラ 当社、㈱ＴＳエンジニアリング 

情報通信 当社、㈱フジテレコムズ  



（1）会社の経営の基本方針 

企業理念と行動基準を以下の通り定め、“プラスαの価値を提供できる技術商社”を目指して、取組んでおりま

す。 

企業理念：人と人、技術と技術を信頼で結び、輝く未来を創造する 

 

行動基準：－企業倫理の遵守と社会への貢献－ 

１．信 頼： 良のサービスを提供し、お客様との高い信頼関係を築こう！ 

２．技 術：お客様に役立つ新技術の吸収と革新に努めよう！ 

３．総合力：個々の強みを結集し、トータルサービスを創造しよう！ 

  

（2）目標とする経営指標 

収益力の維持・向上を目指し、「連結売上高経常利益率3.0％以上」の経営指標を掲げ、継続的な達成を目指し

て、グループ一丸となって取り組んでおります。 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

環境の変化に対応した戦略志向のもと、積極的な事業基盤の拡充と、独自の商社機能・技術力の創造、及び高収

益企業グループを目指しております。また、企業グループの持てる総合力を発揮し、市況や既存顧客の動向のみに

左右されることなく、業容拡大と収益力の向上を目指して、以下の戦略的施策に取り組んでおります。 

   

1）4つの成長戦略 

事業分野間及び営業と技術の連携のもと、４つの成長戦略である『ＮＥＷビジネスの創造』『パートナー商品

の拡大』『オリジナル製品の拡大』『中国ビジネスの拡大』に注力し、新機軸の確立とビジネス基盤の強化を図

っております。 

  

2）財務体質の強化と資金の有効活用。 

・貸倒れ・未収債権防止に努め、①信用調査情報の有効活用、②日々の営業活動での情報収集を怠りなく行う。

・キャッシュフローの改善をはかり、財務体質の強化と資金の有効活用をはかる。 

  

3）環境問題への取り組み 

地球にやさしい企業を目指し、全社を挙げて様々な環境問題に対して積極的に対応し、環境マネジメントの国

際規格「ISO14001」の認証を取得しております。 

   

4）品質マネジメントへの取り組み 

当社グループは、「顧客第一」の経営方針のもと、製品の品質保証と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジ

メントシステムの国際規格「ISO9001（2008年版）」の認証を取得しております。 

  

5）情報セキュリティマネジメントへの取り組み 

当社グループは、お客様と社会の信頼・要望に応えるため、情報資産の安全かつ適正な管理・運用を実施する

ことが重要と考え、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO27001（2005年版）」の認証を取得

（平成24年１月）しております。 

  

6）個人情報保護マネジメントへの取り組み 

お客様個人を識別し得る情報（以下「個人情報」）を適切に保護することが重要であると認識し、個人情報に

関する保管・安全管理などの保護体制を強化するため、「個人情報保護マネジメントシステム行動指針」を作成

しております。 

  

7）内部統制への取り組み 

・コンプライアンス（遵法、透明性）の重要性を認識し、社会的責任の自覚、社会規範や倫理に適合した行動、企

業活動における関係法令遵守、社内ルール遵守の徹底を行っております。また、社内コンプライアンス体制を構

築し、内部通報規程やコンプライアンス規程など、諸規程の整備を行い、内部統制機能の充実を図っておりま

す。 

・当社は、「企業倫理の遵守と社会への貢献」の行動基準の下、子会社を含めグループ一丸となって、財務報告の

適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係わる内部統制の体制整備と強化を図っ

ております。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,452 2,829

受取手形及び売掛金 18,482 ※3  19,273

有価証券 20 10

商品 3,400 3,966

仕掛品 31 44

繰延税金資産 369 359

その他 536 542

貸倒引当金 △121 △153

流動資産合計 25,171 26,873

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  3,150 ※1  3,172

減価償却累計額 △1,714 △1,813

建物及び構築物（純額） 1,435 1,358

車両運搬具 2 2

減価償却累計額 △1 △1

車両運搬具（純額） 0 1

土地 ※1, ※2  1,731 ※1, ※2  1,731

リース資産 6 6

減価償却累計額 △1 △3

リース資産（純額） 4 3

建設仮勘定 50 21

その他 314 333

減価償却累計額 △245 △238

その他（純額） 69 94

有形固定資産合計 3,292 3,210

無形固定資産   

のれん 19 －

ソフトウエア 23 127

ソフトウエア仮勘定 112 －

その他 20 20

無形固定資産合計 174 147

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,883 ※1  1,839

長期貸付金 10 8

繰延税金資産 85 76

その他 1,761 1,751

減価償却累計額 △100 △131

貸倒引当金 △281 △304

投資その他の資産合計 3,358 3,240

固定資産合計 6,825 6,597

資産合計 31,996 33,471



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  11,273 ※1, ※3  11,918

短期借入金 ※1  1,515 ※1  1,843

1年内返済予定の長期借入金 － 100

未払金 953 1,079

リース債務 1 1

未払法人税等 719 446

賞与引当金 499 544

その他 399 181

流動負債合計 15,362 16,115

固定負債   

長期借入金 100 －

リース債務 3 2

繰延税金負債 ※2  71 ※2  35

再評価に係る繰延税金負債 10 8

退職給付引当金 412 447

役員退職慰労引当金 107 123

資産除去債務 22 22

その他 63 18

固定負債合計 790 659

負債合計 16,153 16,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,554 2,554

資本剰余金 3,133 3,133

利益剰余金 11,003 11,871

自己株式 △23 △23

株主資本合計 16,668 17,536

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 386 378

土地再評価差額金 ※2  △1,138 ※2  △1,136

為替換算調整勘定 △73 △80

その他の包括利益累計額合計 △825 △839

純資産合計 15,843 16,697

負債純資産合計 31,996 33,471



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 63,261 63,388

売上原価 ※1  55,234 ※1  55,608

売上総利益 8,027 7,780

販売費及び一般管理費 ※2  6,061 ※2  5,817

営業利益 1,966 1,963

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 28 33

仕入割引 26 24

賃貸収入 66 65

その他 50 34

営業外収益合計 175 161

営業外費用   

支払利息 15 17

売上割引 55 50

賃貸収入原価 56 49

その他 29 9

営業外費用合計 157 126

経常利益 1,985 1,998

特別利益   

投資有価証券売却益 － 28

特別利益合計 － 28

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  11 ※3  11

投資有価証券評価損 8 21

その他 22 －

特別損失合計 42 32

税金等調整前当期純利益 1,943 1,994

法人税、住民税及び事業税 929 869

法人税等調整額 △72 37

法人税等合計 857 906

少数株主損益調整前当期純利益 1,085 1,088

当期純利益 1,085 1,088



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,085 1,088

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 69 △7

土地再評価差額金 － 1

為替換算調整勘定 △17 △6

その他の包括利益合計 ※  51 ※  △13

包括利益 1,137 1,074

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,137 1,074

少数株主に係る包括利益 － －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,554 2,554

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,554 2,554

資本剰余金   

当期首残高 3,133 3,133

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,133 3,133

利益剰余金   

当期首残高 10,094 11,003

当期変動額   

剰余金の配当 △176 △220

当期純利益 1,085 1,088

当期変動額合計 909 867

当期末残高 11,003 11,871

自己株式   

当期首残高 △23 △23

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △23 △23

株主資本合計   

当期首残高 15,759 16,668

当期変動額   

剰余金の配当 △176 △220

当期純利益 1,085 1,088

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 909 867

当期末残高 16,668 17,536



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 316 386

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69 △7

当期変動額合計 69 △7

当期末残高 386 378

土地再評価差額金   

当期首残高 △1,138 △1,138

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 △1,138 △1,136

為替換算調整勘定   

当期首残高 △56 △73

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 △6

当期変動額合計 △17 △6

当期末残高 △73 △80

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △877 △825

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51 △13

当期変動額合計 51 △13

当期末残高 △825 △839

純資産合計   

当期首残高 14,882 15,843

当期変動額   

剰余金の配当 △176 △220

当期純利益 1,085 1,088

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51 △13

当期変動額合計 960 853

当期末残高 15,843 16,697



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,943 1,994

減価償却費 271 234

のれん償却額 33 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） 321 54

賞与引当金の増減額（△は減少） △78 44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35 34

受取利息及び受取配当金 △31 △36

支払利息 15 17

為替差損益（△は益） 1 0

投資有価証券評価損益（△は益） 8 21

投資有価証券売却損益（△は益） － △28

固定資産除売却損益（△は益） 11 11

売上債権の増減額（△は増加） 116 △802

たな卸資産の増減額（△は増加） 217 △591

仕入債務の増減額（△は減少） △1,865 652

その他の資産の増減額（△は増加） △190 △43

その他の負債の増減額（△は減少） 157 △137

小計 985 1,461

利息及び配当金の受取額 31 36

利息の支払額 △15 △17

法人税等の支払額 △507 △1,143

法人税等の還付額 9 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 502 340

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △180 △10

定期預金の払戻による収入 15 50

有価証券の償還による収入 10 20

有形固定資産の取得による支出 △117 △96

無形固定資産の取得による支出 △113 △31

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △69 △73

投資有価証券の売却による収入 － 51

貸付けによる支出 △2 △0

貸付金の回収による収入 4 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △452 △87



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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） △78 327

長期借入れによる収入 100 －

長期借入金の返済による支出 △100 －

自己株式の取得による支出 △0 －

リース債務の返済による支出 △1 △1

配当金の支払額 △176 △220

財務活動によるキャッシュ・フロー △256 105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △213 367

現金及び現金同等物の期首残高 2,563 2,350

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,350 ※1  2,717



該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しております。子会社は、㈱ＴＳエンジニアリング、竹

菱興産㈱、竹菱香港有限公司、㈱フジテレコムズ及び竹菱(上海)電子貿易有限公

司の５社であります。 

２．持分法の適用に関する事項  関連会社がないため、持分法の適用はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の決算日は、下記の会社を除き、連結決算日と一致しております。

 竹菱香港有限公司及び竹菱(上海)電子貿易有限公司の決算日は、12月31日であ

ります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

４．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① たな卸資産 

…主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）によっております。 

  ② 有価証券 

満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

  ③ デリバティブ 

…時価法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①  有形固定資産（リース資産を除く） 

…主として定率法 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 38～50年 

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

…定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

  ③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リースに係るもの） 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法  



  

項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額

を計上しております。 

  ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定率法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。過去勤務債

務については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法により、費用処理することとしておりま

す。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

    役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。  

(4）重要な収益及び費用の計上基

準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契

約（工期がごく短く金額的な重要性が乏しい契約を除く） 

 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法） 

ロ その他の工事契約 

 工事完成基準 

(5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び

費用は、同社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めております。 



  

項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、ヘッジ会計の要件を満たす為替

予約については、振当処理を採用しております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

為替予約 外貨建取引及び予定取引

金利スワップ 借入金 

  ③ ヘッジ方針 

 当社の為替取引は、将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で実需に

応じて利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジの有効性については、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の累計を基礎に評価しており

ます。 

 ただし、特例処理によっているスワップについては、有効性の評価を省略し

ております。 

(7）のれんの償却方法及び償却期

間 

 のれんの償却については、主として10年間の均等償却を行っております。 

(8）連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金及び随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。 

(9）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

（７）追加情報

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（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）  

 当連結会計年度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。 

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）  

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。 

 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は30百万円減少し、再評価に係る

繰延税金負債の金額は１百万円減少し、その他有価証券評価差額金は29百万円増加し、土地再評価差額金（借方）は１

百万円減少し、法人税等調整額は60百万円増加しております。  



※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

担保付債務は、次のとおりであります。 

  

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定め

る路線価及び同条第３号に定める固定資産税評価額に奥行価格補正及び時点修正等を行って算出したほか、同

条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に時点修正を行って算出しております。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

  

  

※３ 連結会計年度末日満期手形及び連結会計年度末日に現金決済される売掛金及び買掛金（手形と同条件で手形期

日に現金決済する方式）の会計処理は、満期日または確定期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。当連結会計年度末日は金融機関の休日であり、当連結会計年度末日満期手形及び確定期日決済分の売掛金

及び買掛金の金額は、次のとおりであります。 

  

（８）注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

建物及び構築物 百万円 957 百万円 901

土地  403  403

投資有価証券  362  298

計  1,723  1,603

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

短期借入金 百万円 720 百万円 720

買掛金  341  288

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額 
百万円 △344 百万円 △305

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

受取手形及び売掛金 百万円 － 百万円 1,148

支払手形及び買掛金  －  1,098



※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

32百万円 47百万円 

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

給与・賞与 百万円 2,334 百万円 2,377

賞与引当金繰入額  426  468

退職給付費用  254  283

役員退職慰労引当金繰入額  23  27

福利厚生費  427  456

貸倒引当金繰入額  326  56

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

建物及び構築物 百万円 9   百万円 5

工具器具及び備品  1    5

車両運搬具  0    0

計  11    11

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金：   

 当期発生額 △4百万円

 組替調整額 △7 

 税効果調整前 △12 

 税効果額 △4 

 その他有価証券評価差額金 △7 

 土地再評価差額金：   

 税効果額 1 

 為替換算調整勘定：   

 当期発生額 △6 

 その他の包括利益合計 △13 



前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加147株であります。  

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期首株
式数（株） 

当連結会計年度増加株
式数（株） 

当連結会計年度減少株
式数（株） 

当連結会計年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式 14,798,600 － － 14,798,600 

合計 14,798,600 － － 14,798,600 

自己株式         

普通株式（注） 83,463 147 － 83,610 

合計 83,463 147 － 83,610 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月12日 

取締役会 
普通株式  73    5.0 平成22年３月31日 平成22年６月10日

平成22年11月１日 

取締役会 
普通株式  103     7.0 平成22年９月30日 平成22年12月６日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年５月13日 

取締役会 
普通株式    103  利益剰余金   7.0 平成23年３月31日 平成23年６月13日



当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  
当連結会計年度期首株
式数（株） 

当連結会計年度増加株
式数（株） 

当連結会計年度減少株
式数（株） 

当連結会計年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式 14,798,600  －  － 14,798,600 

合計 14,798,600  －  － 14,798,600 

自己株式         

普通株式（注） 83,610  －  － 83,610 

合計 83,610  －  － 83,610 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年５月13日 

取締役会 
普通株式 103    7.0 平成23年３月31日 平成23年６月13日

平成23年11月７日 

取締役会 
普通株式  117     8.0 平成23年９月30日 平成23年12月５日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年５月11日 

取締役会 
普通株式    117  利益剰余金   8.0 平成24年３月31日 平成24年６月12日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
  
  

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 2,452百万円 2,829百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △102  △112  

現金及び現金同等物 2,350  2,717  



１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、事業本部を基礎とした事業区分のセグメントから構成されており、「ＦＡ・デバイス事業」及び「社

会・情報通信事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「ＦＡ・デバイス事業」は、産業機器システム、半導体・デバイスの販売とソフト開発を主な事業としておりま

す。「社会・情報通信事業」は、社会インフラ（冷熱住設機器、ビル設備、重電、電子医療機器）、情報通信（情

報システム、携帯電話等）の販売とソフト開発を主な事業としております。また、それぞれの報告セグメントに関

連する物流及び保守・サービス、工事等の事業も展開しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）  

（単位：百万円） 

当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）   

 （単位：百万円） 

（セグメント情報等）

セグメント情報

  ＦＡ・デバイス事業 社会・情報通信事業 合計 

売上高       

外部顧客への売上高 44,020 19,241 63,261 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

0 － 0 

計 44,020 19,241 63,262 

セグメント利益 1,685 281 1,966 

セグメント資産 18,959 8,214 27,173 

その他の項目       

減価償却費 158 76 235 

のれんの償却額 － 33 33 

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

121 105 227 

  ＦＡ・デバイス事業 社会・情報通信事業 合計 

売上高       

外部顧客への売上高 43,654 19,734 63,388 

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

0 － 0 

計 43,654 19,734 63,389 

セグメント利益 1,748 214 1,963 

セグメント資産 20,413 8,155 28,568 

その他の項目       

減価償却費 120 83 203 

のれんの償却額 － 19 19 

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

51 76 127 



４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

 （単位：百万円） 

 （単位：百万円） 

  

 （単位：百万円） 

（注）全社資産は、主に余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、賃貸不動産及び管理部

門に係る資産等であります。  

 （単位：百万円） 

（注）調整額は、賃貸不動産の減価償却費と設備投資額であります。 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  63,262  63,389

セグメント間取引消去  △0  △0

連結財務諸表の売上高  63,261  63,388

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  1,966  1,963

セグメント間取引消去  －  －

連結財務諸表の営業利益  1,966  1,963

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  27,173  28,568

全社資産（注）  4,822  4,902

連結財務諸表の資産合計  31,996  33,471

その他の項目 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

減価償却費  235  203  35  30  271  234

のれんの償却費  33  19  －  －  33  19

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 227  127  0  0  227  128



（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
  

前連結会計年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,076.66 円 1,134.69

１株当たり当期純利益金額 円 73.79 円 73.94

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  15,843  16,697

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  15,843  16,697

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（千株） 
 14,714  14,714

  
前連結会計年度 

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当期純利益金額（百万円）  1,085  1,088

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額（百万円）  1,085  1,088

期中平均株式数（千株）  14,715  14,714

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,607 1,796

受取手形 3,612 2,699

売掛金 13,068 14,153

有価証券 20 10

商品 2,811 2,944

仕掛品 13 20

前払費用 29 28

繰延税金資産 329 305

未収入金 434 388

その他 85 317

貸倒引当金 △120 △133

流動資産合計 21,891 22,533

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,735 2,735

減価償却累計額 △1,479 △1,563

建物（純額） 1,255 1,171

構築物 138 138

減価償却累計額 △99 △105

構築物（純額） 38 32

工具、器具及び備品 211 230

減価償却累計額 △180 △174

工具、器具及び備品（純額） 30 55

土地 1,482 1,482

リース資産 6 6

減価償却累計額 △1 △3

リース資産（純額） 4 3

建設仮勘定 50 21

有形固定資産合計 2,862 2,766

無形固定資産   

電話加入権 14 14

ソフトウエア 17 111

その他 112 －

無形固定資産合計 144 126

投資その他の資産   

投資有価証券 1,880 1,836

関係会社株式 1,294 1,294

従業員長期貸付金 10 8

破産更生債権等 275 297

長期前払費用 13 10

賃貸不動産 773 773

減価償却累計額 △100 △131

賃貸不動産（純額） 672 642

長期預金 300 300

その他 125 131



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

貸倒引当金 △281 △304

投資その他の資産合計 4,290 4,217

固定資産合計 7,297 7,110

資産合計 29,188 29,643

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,051 599

買掛金 9,217 10,018

短期借入金 1,020 1,020

1年内返済予定の長期借入金 － 100

リース債務 1 1

未払金 560 265

未払費用 63 71

未払法人税等 676 364

前受金 71 30

預り金 22 28

前受収益 2 2

賞与引当金 421 452

流動負債合計 13,110 12,954

固定負債   

長期借入金 100 －

リース債務 3 2

繰延税金負債 71 35

再評価に係る繰延税金負債 10 8

退職給付引当金 301 325

役員退職慰労引当金 91 115

預り保証金 7 6

固定負債合計 586 495

負債合計 13,696 13,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,554 2,554

資本剰余金   

資本準備金 3,056 3,056

その他資本剰余金 77 77

資本剰余金合計 3,133 3,133

利益剰余金   

利益準備金 111 111

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 102 102

別途積立金 5,200 5,200

繰越利益剰余金 5,166 5,874

利益剰余金合計 10,581 11,288

自己株式 △23 △23

株主資本合計 16,246 16,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 384 377



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

土地再評価差額金 △1,138 △1,136

評価・換算差額等合計 △753 △759

純資産合計 15,492 16,193

負債純資産合計 29,188 29,643



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 53,151 50,853

売上原価   

商品期首たな卸高 3,202 2,811

当期商品仕入高 45,732 44,303

当期製品製造原価 394 410

合計 49,329 47,524

商品期末たな卸高 2,811 2,944

商品売上原価 46,518 44,579

売上総利益 6,633 6,273

販売費及び一般管理費 4,857 4,557

営業利益 1,776 1,716

営業外収益   

受取利息 1 1

有価証券利息 1 0

受取配当金 36 41

仕入割引 26 24

賃貸収入 67 66

雑収入 12 7

営業外収益合計 147 143

営業外費用   

支払利息 10 9

売上割引 55 50

賃貸収入原価 76 68

雑損失 7 8

営業外費用合計 149 136

経常利益 1,774 1,722

特別利益   

投資有価証券売却益 － 28

特別利益合計 － 28

特別損失   

固定資産除却損 0 2

投資有価証券評価損 8 21

その他 8 －

特別損失合計 16 24

税引前当期純利益 1,757 1,727

法人税、住民税及び事業税 846 754

法人税等調整額 △79 43

法人税等合計 767 798

当期純利益 989 928



 （注）※１．経費のうち、主要なものは以下のとおりであります。 

  

（原価計算の方法）  

 原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

  

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費    298  78.3  340  81.5

Ⅱ 経費  ※１  82  21.7  77  18.5

当期総製造費用    381  100.0  417  100.0

仕掛品期首棚卸高    26    13   

合計    407    431   

仕掛品期末棚卸高    13    20   

当期製品製造原価    394    410   

  前事業年度     当事業年度 

旅費交通費 百万円 11   旅費交通費 百万円 11

減価償却費 百万円 19   減価償却費 百万円 16



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,554 2,554

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,554 2,554

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 3,056 3,056

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,056 3,056

その他資本剰余金   

当期首残高 77 77

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 77 77

資本剰余金合計   

当期首残高 3,133 3,133

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,133 3,133

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 111 111

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 111 111

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

当期首残高 102 102

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 102 102

別途積立金   

当期首残高 5,200 5,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,200 5,200

繰越利益剰余金   

当期首残高 4,353 5,166

当期変動額   

剰余金の配当 △176 △220

当期純利益 989 928

当期変動額合計 813 707

当期末残高 5,166 5,874



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 9,767 10,581

当期変動額   

剰余金の配当 △176 △220

当期純利益 989 928

当期変動額合計 813 707

当期末残高 10,581 11,288

自己株式   

当期首残高 △23 △23

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △23 △23

株主資本合計   

当期首残高 15,432 16,246

当期変動額   

剰余金の配当 △176 △220

当期純利益 989 928

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 813 707

当期末残高 16,246 16,953

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 315 384

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69 △7

当期変動額合計 69 △7

当期末残高 384 377

土地再評価差額金   

当期首残高 △1,138 △1,138

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1

当期変動額合計 － 1

当期末残高 △1,138 △1,136

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △822 △753

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69 △6

当期変動額合計 69 △6

当期末残高 △753 △759

純資産合計   

当期首残高 14,610 15,492

当期変動額   

剰余金の配当 △176 △220

当期純利益 989 928

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69 △6

当期変動額合計 882 701

当期末残高 15,492 16,193



該当事項はありません。 

  

＜参考＞ 連結の販売状況  

（注）１．上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

 事業区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 

至 平成23年３月31日） 至 平成24年３月31日） 

売上高 構成比 売上高 構成比 前期比 

        増減率 

（百万円） （％） （百万円） （％） （％） 

産業機器システム 28,463 45.0 27,339  43.1 △3.9

半導体・デバイス 15,556 24.6 16,314  25.7 4.9

ＦＡ・デバイス事業 44,020 69.6 43,654  68.9 △0.8

社会インフラ 11,129 17.6 10,510  16.6 △5.6

情報通信 8,111 12.8 9,223  14.6 13.7

社会・情報通信事業 19,241 30.4 19,734  31.1 2.6

合計 63,261 100.0 63,388  100.0 0.2
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