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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 5,912 ― 5 ― △10 ― △93 ―

20年3月期第1四半期 7,059 10.7 179 81.8 126 116.4 50 55.3

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 △18.52 ―

20年3月期第1四半期 10.01 ―

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 12,961 5,120 38.6 987.99
20年3月期 12,642 5,244 40.7 1,016.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,998百万円 20年3月期  5,141百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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 11,700 △14.8 30 △91.4 △65 ― △130 ― △25.70

通期 24,600 △7.1 300 △31.0 110 △43.2 10 △87.8 1.98

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12日に公表いたしました連結業績予想に変更ありません。 
2. 業績予想につきましては、現時点で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。 
3. 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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  5,158,230株 20年3月期  5,158,230株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  99,398株 20年3月期  99,398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  5,058,832株 20年3月期第1四半期  5,079,632株
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【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

当第1四半期（平成20年4月～6月）の電子機器業界は、米国経済の減速等により輸出が減少し企業収益が弱

含むなど、景気は足踏み状態が続きました。 

　半導体事業に関連する電子機器市場の動向に限りますと、半導体の主な用途先であるPC、携帯電話はアジ

アなどの新興市場で市場拡大が続きました。一方、国内市場は、景気後退懸念等から厳しい状況が続きまし

た。 

　このような状況下、当社グループは、期初から想定されていた取引先の次世代DVD事業からの撤退による影

響やデジタル家電市場の市況悪化等の減少要因を補うべく、サプライヤー専任営業部門を新設し、強い製品

と得意分野への集中を行い、受注活動の強化を行ってまいりました。しかしながら、売上高につきましては、

民生分野等の減少をカバーするには至らず、四半期（平成20年4月～6月）の売上高は、59億12百万円（前年

同期比16.3％減）となりました。 

　損益につきましては、売上高の減少に伴う粗利益額の減少により、営業利益5百万円（前年同期比97.1％

減）、経常損失10百万円（前年同期は経常利益1億26百万円）、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴

い、特別損失として、たな卸資産評価損72百万円を計上したことにより、四半期純損失93百万円（前年同期

は四半期純利益50百万円）となりました。 

　当第1四半期の売上高をアプリケーション分野別に見ますと、医療機器、計測機器等の産業機器向けが増加

したものの、液晶TV向け、DVD機器向け、TVチューナー向け、娯楽機器向けが減少しました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億19百万円増加し、129億61百万円となりました。こ

れは主として、たな卸資産の増加によるものであります。 

　負債は、前連結会計年度末に比べ4億43百万円増加し、78億40百万円となりました。これは主として買掛金

の増加によるものであります。 

　純資産は、51億20百万円となり、自己資本比率は38.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第1四半期会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1億47百万円増加し、9億

45百万円となりました。 

当第1四半期会計期間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・フローは、たな卸資産の増加等の増加がありましたが、売上債権の減少、仕入

債務の増加等により2億75百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により9百万円の収入となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少等により1億66百万円の支出となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年度3月期の連結業績予想につきましては、平成20年5月12日に公表いたしました連結業績予想に変

更はありません。
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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、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。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

もり、簿価切下げを行う方法によっております。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当第1四半期会計期間より「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の適用

　「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より適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による

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

業利益及び経常利益が53,828千円、税金等調整前四半期純利益が126,796千円それぞれ減少しております。

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在外子会社の財務諸表項目の換算方法 

　在外子会社等の収益及び費用は、従来、当該子会社等の決算日の為替相場により換算しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。この変更は、当該子会社等

の重要性が増したことに伴い、連結会計年度を通じて発生する収益及び費用の各項目について、より実態

に即した換算を行うために行ったものであります。これにより、従来の方法によった場合に比べ売上高が

48,282千円、営業利益が906千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が789千円それぞれ減少してお

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。
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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)

現金及び預金 945,596 798,288

受取手形及び売掛金  5,231,063 5,580,573

商品 5,239,890 4,722,016

その他 813,098 798,296

貸倒引当金 △546 △7,630

流動資産合計 12,229,102 11,891,543

固定資産

有形固定資産 233,927 236,433

無形固定資産 256,534 276,350

投資その他の資産 243,097 239,089

貸倒引当金 △1,305 △1,280

固定資産合計 732,254 750,594

資産合計 12,961,357 12,642,137

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,307,916 1,872,441

短期借入金 4,881,710 4,877,895

未払法人税等 24,568 26,768

引当金 173,089 115,201

その他 446,789 495,840

流動負債合計 7,834,072 7,388,147

固定負債

デリバティブ債務 3,532 8,233

その他 2,819 970

固定負債合計 6,351 9,203

負債合計 7,840,424 7,397,351

純資産の部

株主資本

資本金 1,051,740 1,051,740

資本剰余金 1,439,295 1,439,295

利益剰余金 2,563,422 2,732,991

自己株式 △60,245 △60,245

株主資本合計 4,994,212 5,163,781

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,880 10,447

繰延ヘッジ損益 △7,333 △9,507

為替換算調整勘定 △3,707 △22,981

評価・換算差額等合計 3,840 △22,042

少数株主持分 122,879 103,047

純資産合計 5,120,932 5,244,786

負債純資産合計 12,961,357 12,642,137
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(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 5,912,034

売上原価 5,284,689

売上総利益 627,345

販売費及び一般管理費合計 622,103

営業利益 5,241

営業外収益

受取利息 594

受取配当金 2,647

為替差益 9,914

その他 6,308

営業外収益合計 19,465

営業外費用

支払利息 30,616

その他 4,630

営業外費用合計 35,247

経常損失（△） △ 10,540

特別利益

投資有価証券売却益 12,720

貸倒引当金戻入額 71

特別利益合計 12,791

特別損失

たな卸資産評価損 72,967

固定資産除却損 205

特別損失合計 73,172

税金等調整前四半期純損失（△） △ 70,921

法人税、住民税及び事業税 10,132

法人税等調整額 △ 555

法人税等合計 9,576

少数株主利益 13,188

四半期純損失（△） △ 93,686
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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）

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（△） △ 70,921

減価償却費 26,167

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 7,495

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,888

受取利息及び受取配当金 △ 3,242

支払利息 30,616

為替差損益（△は益） 25,724

投資有価証券売却益 △ 12,720

売上債権の増減額（△は増加） 457,453

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 465,621

預り金の増減額（△は減少） △ 65,618

仕入債務の増減額（△は減少） 349,582

未払金の増減額（△は減少） △ 11,078

その他 △ 4,813

小 計 305,922

利息及び配当金の受取額 3,242

利息の支払額 △ 28,243

法人税等の支払額 △ 5,021

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 2,576

無形固定資産の取得による支出 △ 1,053

投資有価証券の取得による支出 △ 1,646

投資有価証券の売却による収入 14,720

その他 508

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,951

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） △ 112,689

配当金の支払額 △ 53,505

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 166,195

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147,307

現金及び現金同等物の期首残高 798,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 945,596
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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

①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）において当社及び連結子会社は、電
子機器・部品の販売事業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお
ります。

②所在地別セグメント情報

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）

日本 アジア 計 消去又は全社 連結

Ⅰ売上高及び営業損益
　売上高
（１）外部顧客に対する

売上高(千円) 4,317,936 1,594,098 5,912,034 － 5,912,034
（２）セグメント間の内

部売上高又は振替
高（千円）

225,765 11,026 236,791 (236,791) －

計 4,543,701 1,605,124 6,148,825 (236,791) 5,912,034

　営業費用（千円） 4,601,164 1,554,857 6,156,021 (249,229) 5,906,792

　営業利益（又は営業損
失）（千円）

(57,463) 50,267 (7,196) 12,437 5,241

Ⅱ資産（千円） 10,762,789 2,604,875 13,367,664 (406,307) 12,961,357

（注）1 国又は地域区分は、地理的近接度によっております。
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

アジア・・・シンガポール、韓国、香港
３ 「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より適用しております。この結果、従来の方法によっ
た場合に比べて、営業利益が日本で53,828千円減少しております。

４ 在外子会社等の収益及び費用は、従来、当該子会社等の決算日の為替相場により換算してお
りましたが、当第１四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。こ
の変更に伴い、前第１四半期連結会計期間と同一の方法によった場合に比べ、「アジア」につ
いては、売上高が48,282千円、営業費用が47,339千円、営業利益が942千円それぞれ減少して
おります。

③海外売上高

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）

アジア（千円） その他地域（千円） 計（千円）

Ⅰ 海外売上高 1,864,823 135,490 2,000,314

Ⅱ 連結売上高 － － 5,912,034

Ⅲ 連結売上高に占め

る海外売上高の割

合（％）

31.5 2.3 33.8

（注）在外子会社等の収益及び費用は、従来、当該子会社等の決算日の為替相場により換算しており
ましたが、当第１四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。この
変更に伴い、前第１四半期連結会計期間と同一の方法によった場合に比べ、「アジア」につい
ては、売上高が48,282千円、海外売上高に占める割合が0.6％それぞれ少なく計上されており
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。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：千円）

科 目

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）

金 額

売上高 7,059,468

売上原価 6,226,824

売上総利益 832,643

販売費及び一般管理費 653,000

営業利益 179,642

営業外収益 14,765

営業外費用 68,121

経常利益 126,286

特別利益 3

特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 126,290

税金費用 62,139

少数株主利益 13,308

四半期純利益 50,842
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