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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 7,466 ― 87 ― 123 ― 40 ―
20年3月期第1四半期 8,643 △16.2 150 △11.9 130 △24.8 52 △35.9

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 4.28 ―
20年3月期第1四半期 5.24 ―

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 23,626 11,850 50.2 1,244.97
20年3月期 23,879 11,913 49.9 1,196.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,850百万円 20年3月期  11,908百万円

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 ― 6.50 ― 6.50 13.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.50 ― 6.50 13.00

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 15,810 ― 310 ― 310 ― 170 ― 17.86
通期 32,175 △6.3 672 △3.0 650 5.1 365 △10.1 38.34

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. 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。 
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  9,969,297株 20年3月期  9,969,297株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  450,428株 20年3月期  15,393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  9,518,881株 20年3月期第1四半期  9,965,752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

　当第１四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱に、原油・素材価

格の高騰が加わり、景気の先行きに不透明感が強まる状況で推移しました。

　このような状況のなか、当第１四半期の売上高は74億66百万円（前年同期比13.6%減）、営業利益は87百万円（同

41.5%減）、経常利益は1億23百万円（同5.0%減）、四半期純利益は40百万円（同21.9%減）となりました。

　部門別の概況は次のとおりであります。

（1）電子デバイス部門

　半導体は、インフラ系設備投資関連が引き続き堅調なことによりFA機器向けASIC・マイコン・メモリが好調に推移

しました。自動車向けマイコンASSP（グラフィック）・メモリも引き続き好調に推移しております。また、電源用パ

ワーデバイスについては半導体設備向けは減少したものの、医療機器向けやアジア圏の通信インフラ市場向けが堅調

に推移しました。空調機器向けセンサーは欧州市場の需要が継続的に拡大していることから好調に推移しました。電

子部品はリレー、コネクタは好調に推移しましたが、アミューズメント機器向けスイッチ・ボリュームは減少しまし

た。また、携帯電話ビジネスの大型案件の終息により、メモリ、電源用ASSP、システムLSIの売上が大幅に減少しまし

た。その結果、売上高は38億40百万円（前年同期比23.5%減）となりました。

（2）情報機器部門

　電子機器は、海外製3.5インチHDDがAV機器向けに参入したことから大幅に増加しました。しかし、企業向け国内製

3.5インチHDDは新製品の開発が遅れたため減少しました。また、2.5インチHDDはナビゲーション向けが好調でしたが、

コンシューマー市場向けの価格競争が激化したため減少となりました。公共事業向け小型シリアルプリンタは需要減

退の底を脱し大きく増加しました。エンドユーザー向けのPCやサーバについては医療関連顧客や新規顧客の獲得をし

ました。サプライビジネスにおいては価格競争の激化、原油高の影響による値上げ等の厳しい状況下、ネット販売（ツ

ヅキWebshop）はお客様の購買コストの削減、グリーン調達の提案を推進し堅調に推移しました。しかし、オフィスビ

ジネスでは金融機関向けの情報端末専用ラックの大型展開がなくなり減少となりました。その結果、売上高は31億29

百万円（前年同期比4.1%増）を計上することができました。

（3）プロダクト部門

　自社製品の従業員呼び出し機（ピコル）はPOSメーカでの採用が決まり、今後の伸張が期待されます。技術開発部門

は、自動車向けを中心としたマイコンの開発、FA機器向けのASIC開発が順調に推移しており、EMSビジネスにおいても

サーバのキッティングが堅調に推移しております。しかし、ODMの受託が伸び悩んでいること、また、OEMビジネスの

カラオケ関連製品は価格競争の影響により低迷しました。その結果、売上高は4億96百万円（前年同期比19.1%減）と

なりました。

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2億52百万円減少し、236億26百万円となりました。この主な

要因は、売上債権及び仕入債務の減少等によるものであります。純資産は118億50百万円となり、前連結会計年度末に

比べ62百万円の減少となりました。これは主に自己株式取得による減少、その他有価証券評価差額金の増加等による

ものであります。これらの結果、自己資本比率は50.2%と前連結会計年度末に比べ0.3%増加となりました。

（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1億56百万円（前年同期は1億35百万円の獲得）となりました。これは主に売上債権

の減少6億40百万円、たな卸資産の増加2億48百万円、仕入債務の減少2億60百万円等によるものであります。　

（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4百万円（前年同期は19百万円の使用）となりました。これは主に貸付けによる支出

13百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は2億15百万円（前年同期は1億9百万円の使用）となりました。これは主に自己株式の

取得による支出1億55百万円、配当金の支払59百万円等によるものであります。　
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　連結業績予想につきましては、平成20年5月14日に公表しました業績予想から変更はございません。

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簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法

当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用の計算　

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。　

なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

（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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

なお、この変更による損益への影響はありません。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年5月17日）を適用しております。

なお、この変更による損益への影響はありません。
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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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,452,698 6,475,411

受取手形及び売掛金 10,840,383 11,443,370

商品 2,227,396 1,940,225

製品 80,325 89,651

原材料 106,492 129,597

仕掛品 56,062 40,265

その他 167,885 149,512

流動資産合計 19,931,244 20,268,033

固定資産   

有形固定資産 1,814,709 1,820,637

無形固定資産 61,560 65,027

投資その他の資産 1,819,263 1,725,378

固定資産合計 3,695,533 3,611,043

資産合計 23,626,777 23,879,077

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,051,398 7,260,258

短期借入金 3,158,696 3,155,693

未払法人税等 89,390 134,626

賞与引当金 78,768 147,962

役員賞与引当金 3,575 14,300

その他 387,462 257,962

流動負債合計 10,769,290 10,970,803

固定負債   

退職給付引当金 940,314 933,014

役員退職慰労引当金 61,198 56,335

その他 5,220 5,268

固定負債合計 1,006,733 994,618

負債合計 11,776,024 11,965,421

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,852,717 2,852,717

資本剰余金 3,205,863 3,205,863

利益剰余金 5,582,151 5,606,070

自己株式 △163,013 △7,705

株主資本合計 11,477,719 11,656,945

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 370,852 274,736

為替換算調整勘定 2,181 △22,938

評価・換算差額等合計 373,034 251,798

少数株主持分 － 4,911

純資産合計 11,850,753 11,913,655

負債純資産合計 23,626,777 23,879,077



（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 7,466,795

売上原価 6,726,718

売上総利益 740,077

販売費及び一般管理費 652,388

営業利益 87,688

営業外収益  

受取利息 3,844

受取配当金 14,794

仕入割引 1,048

為替差益 28,134

その他 1,513

営業外収益合計 49,335

営業外費用  

支払利息 13,424

その他 150

営業外費用合計 13,574

経常利益 123,449

税金等調整前四半期純利益 123,449

法人税、住民税及び事業税 82,667

四半期純利益 40,781



（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利益 123,449

減価償却費 7,789

のれん償却額 3,234

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,194

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,725

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,299

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,863

受取利息及び受取配当金 △18,639

支払利息 13,424

為替差損益（△は益） △21,394

その他の営業外損益（△は益） △2,411

売上債権の増減額（△は増加） 640,699

たな卸資産の増減額（△は増加） △248,197

仕入債務の増減額（△は減少） △260,466

その他 89,421

小計 259,152

利息及び配当金の受取額 17,539

利息の支払額 △2,379

法人税等の支払額 △120,014

その他の収入 2,411

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,709

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 △1,191

投資有価証券の取得による支出 △5,308

投資有価証券の売却による収入 20,000

子会社株式の取得による支出 △5,481

貸付けによる支出 △13,000

貸付金の回収による収入 711

その他 △377

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,646

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △155,308

配当金の支払額 △59,752

少数株主への配当金の支払額 △630

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 40,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,713

現金及び現金同等物の期首残高 6,470,400

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,447,687



　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

ａ．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）

　当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービスの提

供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っており、単一の事業活動を営んでおりますので、その記載を省略

しております。

ｂ．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）

（単位：千円）

日本 アジア 計 消去又は全社 連結

売上高

（1）外部顧客に対する売上高 6,407,400 1,059,394 7,466,795 － 7,466,795

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
365,632 89 365,722 △365,722 －

計 6,773,033 1,059,484 7,832,518 △365,722 7,466,795

営業利益 79,242 13,362 92,604 △4,916 87,688

（注）１.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２.本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……シンガポール、香港、中国

ｃ．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）

（単位：千円）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高 1,104,540 1,104,540

Ⅱ　連結売上高 － 7,466,795

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
14.8 14.8

（注）１.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２.本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……シンガポール、香港、中国

３.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年4月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同

法第156条第1項の規定に基づき、自己株式を取得することおよびその具体的な取得方法について決議し、平成20

年4月15日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）によって、当社普通株式435,000株（取得価

額155,295千円）を取得いたしました。

－ 1 －



「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

　（単位：百万円）

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 8,643

Ⅱ　売上原価 7,897

売上総利益 745

Ⅲ　販売費及び一般管理費 595

営業利益 150

Ⅳ　営業外収益 20

Ⅴ　営業外費用 40

経常利益 130

税金等調整前四半期純利益 130

税金費用 77

少数株主損益 △0

四半期純利益 52

 

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　（単位：百万円）

前年同四半期
（平成20年3月期
第１四半期）

区分 金額

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利益 130

　減価償却費及びのれん償却額 7

　売上債権の増減額 1,189

　たな卸資産の増減額　 △20

　仕入債務の増減額　 △1,023

　その他 △147

営業活動によるキャッシュ・フロー 135

  

Ⅱ　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 △4

　投資有価証券の取得及び売却額 △13

　その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △19

  

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　借入金の増減額 △43

　親会社による配当金の支払額　 △65

財務活動によるキャッシュ・フロー △109

  

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 2

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,233

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 4,236

－ 3 －



（３）セグメント情報

前年同四半期はセグメント情報を作成していないため、記載しておりません。

－ 4 －
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