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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 20,297 ― △104 ― △90 ― △81 ―
20年3月期第1四半期 20,513 △1.1 △39 ― △6 ― △58 ―

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

21年3月期第1四半期 △2.60 △2.36
20年3月期第1四半期 △1.84 △1.67

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

21年3月期第1四半期 41,798 14,119 33.8 452.68
20年3月期 43,000 14,126 32.9 452.88

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,119百万円 20年3月期  14,126百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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2四半期連結累計期間 45,000 2.9 900 28.9 800 20.2 430 44.9 13.64
通期 93,000 4.5 2,300 116.4 2,100 116.1 1,100 175.9 34.90

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月９日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の業績予想は、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って予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績
予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  31,935,458株 20年3月期  31,935,458株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  743,897株 20年3月期  742,256株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  31,192,488株 20年3月期第1四半期  31,708,574株



【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当１四半期におけるわが国経済は、昨年からの米国サブプライム問題の影響と原油価格や原材料価格の高騰など

が続いたことにより、依然として先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 平成21年３月期第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）における事業の種類別セグメントの概況は

以下のとおりです。 

（商事部門） 

 半導体事業は、デジタルAV関連の価格下落の影響が続く中で、マイコン、ASICは、デジタルTV向けは伸長し、自

動車関連向けも順調に推移いたしましたが、白物家電及び電源、産業用向けは伸び悩みました。また国内用エアコ

ン並びにエレベータ向けのパワーデバイスは堅調でしたが、パソコン用DVDレコーダ向けレーザーダイオードが伸

び悩み、アミューズメント向け液晶も低迷いたしましたので、全体としては伸び悩みました。 

 電子デバイス事業は、セキュリティシステム向け液晶モニタが好調を維持し、EMS事業のデジタルカメラ等電池

保護モジュール基板及び携帯型音楽プレイヤー向け希土類マグネットも堅調に推移いたしましたが、その他各種産

業及び民生用向け電子部品が低調となりました。 

 電子材料事業は、銅地金が高値圏で推移する中で、携帯電話、デジタルカメラ用コネクター向け高機能材、及び

デジタルTV用コネクター向け金属材料は堅調に推移いたしました。 

 FAシステム事業はハードディスク、液晶製造装置向けサーボ、シーケンサなどのFAシステム機器及び放電加工機

は引き続き順調でしたが、工作機械用NC装置、半導体製造装置向け配電制御機器、FA-ITソリューションは低調と

なりましたので、全体としては伸び悩みました。 

（ＩＴ部門） 

 ビジネスソリューション事業は、ソリューション関係は、自社開発の通信制御装置は堅調に推移いたしました

が、流通業向け及び運輸業、製造業向けシステムは伸び悩み、建設業向け積算・見積業務パッケージソフトも低調

となりました。ビジネスシステム関係は、販売・流通・製造系業務関連向け及び金融系業務関連は好調を維持いた

しましたが、電力系業務関連はやや伸び悩みました。 

 エンベデッドシステム事業は、エンベデッドシステム系(特定機能を実現するための組込みシステム)では、専用

ボードシステム、携帯電話及び新機種開発がスタートしたカーナビ関連は順調でしたが、専用装置システム及び装

置制御を中心としたFAシステム系はやや低調な推移となりました。 

 IC設計事業は、アナログ技術の強みをベースとして新規開発分野の受注が伸長し、順調を持続いたしました。 

（製造部門） 

 プリント配線板事業は、受注面では、デジタル機器用ビルドアップ基板、携帯電話用モジュール基板、ビルドア

ップ基板の超短納期試作品（協栄ビルドアップ・スーパーエクスプレス）は堅調を持続いたしました。一般多層基

板も堅調でしたが、両面基板は低調に推移いたしました。損益面では、材料費の値上げ等もありましたため、なお

厳しい状況が続いております。 

 以上の結果、当第１四半期の売上高は202億９千７百万円、前年同期に比べて1.1％の減収となり、営業損失は１

億４百万円（前年同期営業損失３千９百万円）となりました。 

 なお、ＩＴ部門における売上計上基準は検収基準を採用しており、９月及び３月に売上及び利益の計上が集中す

る傾向があります。そのため四半期毎に業績変動がありますが、これは従来からの業界的傾向であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて12億１百万円減少し、417億９千８百万円となりまし

た。 

・流動資産は、売掛金の減少26億６千５百万円等により、22億３千６百万円減少し、341億１千５百万円となりま

した。 

・固定資産は、リース資産の増加等により、10億３千４百万円増加し、76億８千２百万円となりました。 

・流動負債は、買掛金の減少15億９千７百万円等により、15億４千１百万円減少し、222億５千８百万円となりま

した。 

・固定負債は、リース債務の増加等により、３億４千６百万円増加し、54億１千９百万円となりました。 

  この結果、純資産は６百万円減少し、141億１千９百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の32.9％か

ら0.9ポイント増加し33.8％となりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における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７

億１千３百万円減少し、32億６百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおり

です。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、減少した資金は２億４千５百万円となりました。これは主として次の要因によるものです。

資金増加要因：減価償却費      １億６千８百万円 

売上債権の減少    23億２千４百万円 

資金減少要因：たな卸資産の増加   ９億１千９百万円 

仕入債務の減少    15億９千４百万円 

法人税等の支払額   ２億４百万円 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は１千万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、減少した資金は４億６千７百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 原材料価格の高騰や米国経済の低迷を背景に企業の設備投資、輸出及び個人消費の伸びが、鈍化するなど、国内

景気は更に減速しておりますが、現時点において、この状況が今後当社グループの業績に与える影響は不透明であ

るため、平成20年５月９日の発表の業績予想と変更しておりません。 

４．その他 

（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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定

しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法(収益の低下による簿価切下げの方法)に変

更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益がそれぞれ13,403千円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前連結会計年度末における未

経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）で取得したものとしてリース資産を計上する方法によって

おります。この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に810,753千円計上され

ており、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,126,067 4,839,303

受取手形及び売掛金 20,646,199 22,921,812

商品及び製品 7,043,041 6,520,365

仕掛品 1,188,554 753,242

原材料及び貯蔵品 170,403 171,151

繰延税金資産 408,359 347,553

その他 619,574 898,365

貸倒引当金 △86,395 △99,970

流動資産合計 34,115,805 36,351,822

固定資産   

有形固定資産 3,553,060 2,792,753

無形固定資産 258,289 265,922

投資その他の資産   

投資有価証券 2,957,232 2,627,456

繰延税金資産 4,777 56,719

その他 1,262,428 1,259,764

貸倒引当金 △353,478 △354,344

投資その他の資産合計 3,870,959 3,589,595

固定資産合計 7,682,309 6,648,271

資産合計 41,798,114 43,000,093

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,893,577 17,434,847

短期借入金 2,764,411 2,772,129

1年内返済予定の長期借入金 645,000 670,000

1年内償還予定の社債 1,114,000 1,114,000

未払法人税等 55,493 252,161

賞与引当金 156,169 550,616

その他 1,629,588 1,005,876

流動負債合計 22,258,240 23,799,631

固定負債   

長期借入金 4,025,000 4,180,000

繰延税金負債 130,546 412

退職給付引当金 527,394 531,282

役員退職慰労引当金 179,982 174,671

その他 557,029 187,432

固定負債合計 5,419,952 5,073,798

負債合計 27,678,193 28,873,430



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,161,819 3,161,819

資本剰余金 3,121,543 3,121,561

利益剰余金 7,437,844 7,674,833

自己株式 △265,152 △264,649

株主資本合計 13,456,054 13,693,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 771,355 576,559

為替換算調整勘定 △107,488 △143,461

評価・換算差額等合計 663,867 433,098

純資産合計 14,119,921 14,126,662

負債純資産合計 41,798,114 43,000,093



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 20,297,043

売上原価 18,451,839

売上総利益 1,845,204

販売費及び一般管理費 1,949,223

営業損失（△） △104,019

営業外収益  

受取利息 2,192

受取配当金 25,581

為替差益 40,028

その他 14,329

営業外収益合計 82,132

営業外費用  

支払利息 39,218

債権売却損 20,714

その他 8,417

営業外費用合計 68,350

経常損失（△） △90,237

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14,440

特別利益合計 14,440

特別損失  

固定資産除却損 220

特別損失合計 220

税金等調整前四半期純損失（△） △76,017

法人税、住民税及び事業税 17,457

法人税等調整額 △12,451

法人税等合計 5,006

四半期純損失（△） △81,023



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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（△） △76,017

減価償却費 168,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,440

賞与引当金の増減額（△は減少） △394,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,888

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,310

受取利息及び受取配当金 △27,773

支払利息 39,218

固定資産除却損 220

売上債権の増減額（△は増加） 2,324,865

たな卸資産の増減額（△は増加） △919,486

仕入債務の増減額（△は減少） △1,594,495

未収消費税等の増減額（△は増加） △146,037

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,500

その他 601,498

小計 △28,724

利息及び配当金の受取額 27,027

利息の支払額 △39,291

法人税等の支払額 △204,880

営業活動によるキャッシュ・フロー △245,869

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △1,284

有形固定資産の取得による支出 △4,002

無形固定資産の取得による支出 △5,398

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,684

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,016,767

短期借入金の返済による支出 △1,033,323

長期借入金の返済による支出 △180,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △114,553

自己株式の売却による収入 221

自己株式の取得による支出 △741

配当金の支払額 △155,966

財務活動によるキャッシュ・フロー △467,595

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △713,235

現金及び現金同等物の期首残高 3,919,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,206,067



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

     当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業

実態にあわせて区分しております。 

 ２．会計方針の変更等 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」会計処理基準に関する事項の変更(1）

に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、商事部門で、

売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ13,403千円減少しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
商事部門 
（千円） 

ＩＴ部門 
（千円） 

製造部門 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 17,255,175 1,239,664 1,802,202 20,297,043 － 20,297,043 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,118 19,778 520 24,416 (24,416) － 

計 17,259,294 1,259,442 1,802,722 20,321,460 (24,416) 20,297,043 

営業利益又は営業損失（△） 395,120 △28,135 △115,273 251,711 (355,731) △104,019 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

     前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 20,513,506 

Ⅱ 売上原価 18,549,385 

売上総利益 1,964,121 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,003,191 

営業損失（△） △39,070 

Ⅳ 営業外収益   

受取利息 3,831 

受取配当金 21,546 

為替差益 26,774 

その他 26,240 

営業外収益合計 78,393 

Ⅴ 営業外費用   

支払利息 29,530 

債権売却損 9,209 

その他 7,322 

営業外費用合計 46,061 

経常損失（△） △6,738 

Ⅵ 特別損失   

固定資産除却損 167 

特別損失合計 167 

税金等調整前四半期純損失（△） △6,905 

法人税等合計 51,319 

四半期純損失（△） △58,225 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

     前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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（△）  △6,905 

減価償却費  106,867 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  109 

賞与引当金の増減額（△は減少）  △397,909 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △3,678 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,060 

受取利息及び受取配当金  △25,378 

支払利息  29,530 

固定資産除却損 167 

売上債権の増減額（△は増加）  △323,002 

たな卸資産の増減額（△は増加）  △598,693 

仕入債務の増減額（△は減少）  254,102 

未収消費税等の増減額（△は増加）  △98,563 

未払消費税等の増減額（△は減少）  △15,177 

その他  397,592 

小計 △654,879 

利息及び配当金の受取額  23,755 

利息の支払額  △35,830 

法人税等の支払額  △547,288 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,214,242 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出  △788 

有形固定資産の取得による支出  △17,463 

無形固定資産の取得による支出  △100,920 

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,172 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  2,750,511 

短期借入金の返済による支出  △2,441,585 

長期借入金の返済による支出  △75,000 

自己株式の売却による収入  41 

自己株式の取得による支出  △907 

配当金の支払額   △126,838 

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,221 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,068 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,221,124 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,380,495 

Ⅶ 新規連結に伴う現金同等物の増加額 279,071 

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,438,441 



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 （注）事業区分の方法 

 当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業実態

にあわせて区分しております。 

 
商事部門 
（千円） 

ＩＴ部門 
（千円） 

製造部門 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 17,568,057 1,347,306 1,598,142 20,513,506 － 20,513,506 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
805 28,316 19,151 48,272 (48,272) － 

計 17,568,862 1,375,622 1,617,294 20,561,779 (48,272) 20,513,506 

営業利益又は営業損失（△） 526,987 17,881 △191,257 353,611 (392,681) △39,070 
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