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上期の実績　　決算の概要上期の実績　　決算の概要

（連結）

（個別） （単位：百万円）

06/9期

実績 実績 前期比 公表値 公表値比

売 上 高 13,809 13,732 △ 77 13,500 232

営 業 利 益 330 349 19 250 99

経 常 利 益 230 221 △ 9 140 81

中間純利益 305 187 △ 118 60 127

07/9期

06/9期

実績 実績 前期比 公表値 公表値比

売 上 高 12,820 11,657 △ 1,163 11,800 △ 143

営 業 利 益 268 154 △ 114 130 24

経 常 利 益 179 77 △ 102 40 37

中間純利益 276 92 △ 184 12 80

07/9期

（単位：百万円）

公表値を上回る業績を達成（連結ベース）
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上期の実績　　分野別売上構成上期の実績　　分野別売上構成

民生（液晶TV）、自動車（ECU）が好調

【情報・通信】
デジタルＴＶチューナー

パーソナル・コンピュータ

携帯電話等

【自動車】
エンジンコントロールユニット

エアバック、ＡＢＳ、ボディ

カーオーディオ、カーナビ

【産業機器】

医療機器、計測機器

半導体テスター、製造装置

その他産業機器

07年上期売上高合計137億円

【民生】
液晶ＴＶ

ＤＶＤプレーヤー、レコーダー

デジタル・スチル・カメラ

ゲームコントローラー等

対前年上期比較

【19億円→25億円（+6）】

【42億円→35億円（△7）】

【36億円→40億円（+4）】

【41億円→37億円（△4）】

【　　　】は売上高

産業
27％

自動車
29％

民生
18％

情報・通信
26％
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上期の実績　　メーカー別売上構成上期の実績　　メーカー別売上構成

TI 

Freescale

ST

ON

その他

世界トップクラスの半導体メーカーとの協業

TI：

Freescale：

ST：

ON：

テキサス・インスツルメンツ

STマイクロエレクトロニクス

オン・セミコンダクタ

フリースケール・セミコンダクタ

順位 社名
1 インテル社

2 サムソン社

3 東芝
4 テキサス・インスツルメンツ
5 STマイクロエレクトロニクス

14 フリースケール･セミコンダクタ

2007年世界半導体売上ランキング予想

出典：　ISuppli社　

07年上期売上高合計137億円
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上期の実績　　品目別売上構成上期の実績　　品目別売上構成

アナログ高水準、マイクロプロセッサー、DSP好調

ロジック

メモリー

その他

7％
【　　　】は売上高【10億円→9億円（△1）】

07年上期売上高合計137億円

アナログ

60％

【84億円→83億円（△1）】

マイクロ
プロセッサー

22％
【26億円→30億円（+4）】
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上期の実績　　貸借対照表（連結）上期の実績　　貸借対照表（連結）

（単位：百万円）

売上債権の減少、棚卸資産の減少により資産圧縮進む

自己資本比率36.4％→40.7％

07/3期末 07/9期末 増減 07/3期末 07/9期末 増減

流動資産 13,303 12,192 ▲ 1,111 流動負債 8,810 7,583 ▲ 1,226

現金及び預金 969 1,219 249 買掛金 1,380 1,365 ▲ 15

受取手形及び売掛金 6,430 5,477 ▲ 953 借入金 6,907 5,602 ▲ 1,304

たな卸資産 4,964 4,688 ▲ 277 賞与引当金 129 131 2

その他 939 809 ▲ 129 その他 394 485 91

貸倒引当金 ▲ 0 ▲ 1 ▲ 1 固定負債 200 15 ▲ 186

役員退職慰労引当金 191 - ▲ 191

固定資産 976 794 ▲ 182 その他 9 15 5

有 形 固 定 資 産 237 238 1 負債合計 9,010 7,598 ▲ 1,412

無 形 固 定 資 産 304 293 ▲ 11

投資その他の資産 435 263 ▲ 172 株主資本 5,165 5,277 111

評価・換算差額等 25 11 ▲ 14

少数株主持分 78 100 22

純資産合計 5,269 5,388 119

資産合計 14,279 12,986 ▲ 1,293 負債純資産合計 14,279 12,986 ▲ 1,293
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上期の実績　　キャッシュ・フロー（連結）上期の実績　　キャッシュ・フロー（連結）

（単位：百万円）

06/906/9期期 07/907/9期期

売上債権の減少　
　　　　　　　　 △933
在庫の削減
　　　　　　　　　△265

投資有価証券売却
　　　　　　 　　 △112

借入金返済
　　　　　　　 △1,289

売上債権の売却
在庫の削減

借入金の圧縮

資産の見直し

営業キャッシュ・フロー大幅改善

▲ 1,520

1,503

▲ 73

126

1,698

▲ 1,365

投資キャッシュ・フロー投資キャッシュ・フロー

営業キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー財務キャッシュ・フロー
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通期の計画　　決算の概要通期の計画　　決算の概要

（連結）

（個別）

（単位：百万円）

07/3期

実績 計画 前期比

売 上 高 28,453 28,000 △ 453

営 業 利 益 777 600 △ 177

経 常 利 益 561 400 △ 161

当期純利益 517 280 △ 237

08/3期

07/3期

実績 計画 前期比

売 上 高 26,920 23,000 △ 3,920

営 業 利 益 666 300 △ 366

経 常 利 益 472 180 △ 292

当期純利益 462 110 △ 352

08/3期

前期実績は特殊要因あり→実力値としては増益基調

実績から特殊要因を除く実力値（ 評価減した在庫の販売利益2億円）

577←
361←

子会社への商流移管に
よる売上減少
（連結では影響なし）

（単位：百万円）
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259
270

285 280

12.0 11.2 11.8
11.6

200

300

05/3期 06/3期 07/3期 08/3期

通期の計画　　売上高・粗利益率通期の計画　　売上高・粗利益率

粗利益率
連結売上高
（億円）

計画

売上高は高水準、粗利益率改善が注力課題
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通期の計画　　分野別売上構成通期の計画　　分野別売上構成

自動車機器向け、産業機器向け増加

07年通期売上高合計280億円

【民生】
液晶ＴＶ

ＤＶＤプレーヤー、レコーダー

デジタル・スチル・カメラ

ゲームコントローラー等

【情報・通信】
デジタルＴＶチューナー

パーソナル・コンピュータ

携帯電話等

【自動車】
エンジンコントロールユニット

エアバック、ＡＢＳ、ボディ

カーオーディオ、カーナビ

【産業機器】

医療機器、計測機器

半導体テスター、製造装置

その他産業機器

対前年通期比較

【48億円→49億円（+1）】

【　　　】は売上高

【85億円→72億円（△7）】

【75億円→79億円（+4）】

【77億円→80億円（+3）】

産業
28％

自動車
28％

民生
18％

情報・通信
26％
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通期の計画　　メーカー別売上構成通期の計画　　メーカー別売上構成

TI 

Freescale

ST

ON

その他

TI 
　・アナログIC
　・DSP
　・ロジックIC

Freescale
　・MCU
　・DSP
　・センサ

ST
　・チューナーIC
　・メモリー
　・車載向けドライバーIC　

ON
　・ディスクリート
　・アナログIC
　・ロジックIC

代表的な製品代表的な製品07年通期売上高合計280億円
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ロジック

マイクロ
プロセッサー

メモリー

58％

6％

23％ 【174億円→163億円（△11）】

【20億円→18億円（△2）】

【56億円→63億円（+7）】

07年通期売上高合計280億円

通期の計画　　品目別売上構成通期の計画　　品目別売上構成

アナログ、マイクロプロセッサー、DSPを中心に拡販

アナログ

その他

【　　　】は売上高

14

Tier3

Tier1

Tier2

施策　　顧客階層別アプローチ施策　　顧客階層別アプローチ

・サプライヤーとのタイアップ　

・W/W顧客サポート体制の強化
　

民生・自動車大手顧客販売
強化

・国内売上強化と粗利益の 　　　　　　　　　　　　　
　獲得を狙う

・営業と技術サポート充実

・ビジネスパートナーとの連
　携強化で裾野を広げる

産機機器顧客への注力

国内安定ビジネスの注力による粗利益率の改善
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施策　　トレンドアプリケーションへのアプローチ、デザイン・イン施策　　トレンドアプリケーションへのアプローチ、デザイン・イン

■ポータブル型カーナビ（電源、LEDドライブ）

　・北米向けマーケット　　　　　・盗難防止　　　　　　　　
　・信頼性試験が簡易

■家庭用ゲーム機向けコントローラー　　　　　　　　　　
　（電源、3軸センサー）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

16

■リモコン（RF）

　・赤外線から電波へ　　

■セキュリティー機器（RF）

　・ホームセキュリティー　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・有線から無線へ（携帯電話へ情報送信）

■メディカル機器（RF） 　

　・ヘルスケア商品

施策　　トレンドアプリケーションへのアプローチ・デザインイン施策　　トレンドアプリケーションへのアプローチ・デザインイン
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RFID市場立ち上げに向けたプロモーション活動

施策　　施策　　RFIDRFID市場へのアプローチ市場へのアプローチ

RFID市場

　・2010年市場立上げ予測

　・リーダ・ライタの据置型、組込み型、ハンディ型が各社からリリース

Impinj社
　Impinj社製品は、北米にて依然90%の
　シェアを確保
　2007年は累計約3億個の出荷見込み

アムスクのターゲット顧客動向

・個別商品用途にて実証実験レベルの
　案件が多数あり

・物流用途にて2010年近辺での立上げ
　予定案件有り

・セキュリティ関連、ドキュメント管理の　
　案件も有り

2004年4月販売代理店契約締結

2007年4月販売代理店契約締結

D&S Technology社
　Compact Flash Type リーダ・ライタが
　日本の電波法対応完了

（UHF帯タグ用ICメーカー）

（ハンディ型リーダー・
　ライターメーカー）
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施策　　自動車機器市場へのアプローチ施策　　自動車機器市場へのアプローチ

（79億円）

・半導体メーカーとの連携強化
・技術サポート、品質サポート
・量産サポート（JIT納入、安定供給）

アムスクの施策

自動車
28％

民生
18％

情報・通信
26％

産業
28％

07年通期分野別売上構成
（売上高280億円）

自動車機器市場での現況

主な製品主なアプリケーション

マイクロプロセッサー
アナログ、ロジック
ディスクリート、センサー

エアーバック、ABS、

キーレスエントリー

DSP
アナログ、オーディオアンプ

メモリー

カーオーディオ・
ナビゲーション

マイクロプロセッサー
アナログ、ロジック
ディスクリート、センサー

エンジンコントロールユニット

パワートレイン系ECU
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施策　　自動車機器市場での長期的成長へのアプローチ施策　　自動車機器市場での長期的成長へのアプローチ

自動車機器市場への拡販施策

・当社半導体４大サプライヤー（FSL、TI、ST、ON）との連携強化

　各社の市場での強み、製品力、システム提案力、カスタムICの対　　
　応力などを活かし、新規アプリケーション、Kitting　Businessに注力。

　FSEの強化による、顧客ニーズの的確な把握と提案力強化の推進。

　　　

・センサー及び新規半導体サプライヤーとの関係構築、D-in活動強化

　新規顧客、新規アプリケーション、新規分野への展開を図る上で、
　センサー及び新規サプライヤーのプロモーションを強化。　　　　　　　
　自動車分野でのKitting　Business強化、確実なる長期的成長を狙う。
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施策　その他注力している課題・トピックス施策　その他注力している課題・トピックス

■ユーザーオリエンテッド（顧客満足度の追求）
　・東芝ＰＣ（杭州）07上期
　　 BEST SUPPLIERS AWARD獲得（2期連続）
　・ＮＥＣ07上期
　 半導体商社評価第1位獲得（2期連続）

■アジア3拠点の体制強化
　・香港に次ぎ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙＴＩ代理店権獲得（2008.1～）
　・R&D部門をアジアに有する顧客のサポート強化
　・アジア３rdパーティーとの連携を検討



11

21

■技術・FAEのリソースを強化
　 ・新規採用（電源系、アナログ系）

・サプライヤー認証資格の取得奨励
・営業同行訪問による中堅・中小顧客の掘起こし

■ＷＥＢの刷新
　 ・2008年4月刷新に向け始動
　 ・情報発信型
　 ・タイムリーなサプライヤー新着情報の提供
　

施策　　その他注力している課題・トピックス施策　　その他注力している課題・トピックス

22

DD＆＆SS TechnologyTechnology

取扱い製品取扱い製品
外資系半導体製品を扱う専門商社として、多くの海外メーカーの技術・情報

　を提供しています。
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本日はありがとうございました。

今後ともご支援宜しくお願いいたします。

24

本資料には、業績見通し及び事業計画等も記載しております。

それらにつきましては、作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に
基づいて作成しております。

従って、実際の業績は、様々な要素によりこれらの業績見通しとは異なる結果となりう
ることをご承知おきください。

資料に関する問い合わせ先
株式会社アムスク
　ＩＲ担当：奥原
　TEL: 0422-54-0006
　mail： ir@amsc.co.jp


