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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 5,772 ─ 30 ─ 70 ─ 22 ─

20年３月期第１四半期 6,819 △14.2 120 △64.6 129 △62.7 71 △65.2

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 32 2 32

20年３月期第１四半期 7 28 7 26

　(2) 連結財政状態

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 16,447 10,863 66.1 1,121 74

20年３月期 16,081 10,977 68.3 1,133 48
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 10,863百万円 20年３月期 10,977百万円

2. 配当の状況

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 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 20 00 20 00

21年３月期 ─ ─

21年３月期(予想) 0 00 ─ ─ 20 00 20 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 12,050 △9.0 110 △60.8 100 △58.7 60 △52.2 6 20

通期 26,100 3.2 520 16.9 500 45.1 300 110.7 30 98
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) ： 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 ： 無

(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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、５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）
　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 9,903,800株 20年３月期 9,903,800株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 218,944株 20年３月期 218,944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 9,903,800株 20年３月期第１四半期 9,903,800株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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。

・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
様々な要因により、予想数値と異なる場合があります。
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

【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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油高騰による原材料価格の上昇や円高などで企業収

益が圧迫され、一部の企業で設備投資について慎重な姿勢を示す動きが見られるなど、これまで景気をけん
引してきた企業部門に陰りが出始めました。また、ガソリンや生活必需品の相次ぐ値上げが家計心理に重く
伸し掛かり、個人消費の伸びも鈍化しました。加えて米国の景気減速の影響もあって、景気の足取りは一段
と弱まっております。 
　当企業集団を取り巻く事業環境は、エレクトロニクス産業において、各企業とも安い労働力を求め、生産
拠点をアジアにシフトしてきましたが、最近では、単なる生産拠点から、現地で開発・設計も併せて行う開
発・生産拠点へと軸足を移すなど、ますますボーダーレス化、グローバル化の様相を呈しています。しかし
ながら、米国景気の悪化により、中国をはじめとするアジアからの米国向け輸出が鈍化し、これに伴い、ア
ジア向けの電子部品等の輸出が弱含みに推移しました。更には、北京五輪の特需が期待されたほど伸びず、
需要の低迷に拍車をかけるとともに、最終製品の価格競争は一段と激化し、デジタル家電製品メーカーなど
からの値下げ圧力は引き続き厳しく、数量の伸びの割には、売上げ、利益が伴わないなど、厳しい対応を余
儀なくされました。 
　このような環境の中で、薄型テレビ、カーナビゲーション、ＤＶＤレコーダ、デジタルカメラを中心に、
既存市場の深耕を図るべく、よりニーズにマッチした商品の提供に努め、併せて積極果敢な拡販活動を展開
してきました。その甲斐あって、これら特定市場向け商品では、計画を上回る売上げを確保することができ
ました。また、海外ビジネスでは、国内と海外の３拠点との連携強化が功を奏し、複合複写機、カーナビゲ
ーション、ＤＶＤレコーダ、薄型テレビ及び一般産業機器向けで、国内生産から海外生産にシフトされる移
管ビジネスも順調に推移しました。この結果、売上高は計画に対し微減にとどまりました。 
　利益面については、主力の同販売事業において、厳しい収益環境ながらも、苦戦を強いられた前期の第４
四半期の影響が残る４月を除き、売上総利益率では計画を上回っています。営業利益については、半導体素
子等検査事業の赤字計上が足を引っ張る形となり、計画を下回る結果となりました。経常利益については、
受取配当金の増加や、円安に推移したことによる為替差益を計上したことにより順調に推移いたしました。
当期純利益については、固定資産の減損損失を計上しましたが、投資有価証券売却益を計上したことにより、
計画通りに推移しております。
　この結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高が57億７千２百万円（前年同期比15.4％減）、
営業利益が３千万円（前年同期比75.0％減）、経常利益が７千万円（前年同期比45.2％減）、当期純利益が２
千２百万円（前年同期比68.8％減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。
（半導体素子等販売事業） 
ＩＣ・半導体においては、薄型テレビやカーナビゲーション、ＤＶＤレコーダなどに当社の取り扱い商品

が採用され、売上げに大きく寄与することができました。その反面、国内向け携帯電話や複合複写機の一部
において、新機種への移行に伴う仕様変更等によって、従来搭載されていた商品が不採用になったことや、
一部の顧客先における事業撤退等により携帯電話向けビジネスを失ったことなどがマイナスに影響しました。
その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は49億６千７百万円（前年同期比11.5％減）となりました。 
　電子部品においては、地震関連機器向けリチウム電池のほか、業務用機器向けコネクタや液晶パネル用バ
ックライトモジュールが好調裡に推移しました。その一方で、前期の売上げに貢献した携帯電話向けモジュ
ールビジネスが消滅し、加えて、航空機内用エンターテイメント設備向け電源も計画を下回りました。その
結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は４億６千２百万円（前年同期比35.7％減）となりました。 
　電子機器においては、半導体製造装置を中心とする設備投資の冷え込みや、一般産業機器市場の在庫調整
と受注の減少、ボード製品ビジネスの縮小などのマイナス要因が重なり、苦戦を強いられました。その結果、
当第１四半期連結会計期間の売上高は２億１千万円（前年同期比40.3％減）となりました。 
　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は56億４千万円（前年同期比15.6％減）、営業利益は５千４
百万円（前年同期比60.8％減）となりました。

（半導体素子等検査事業）
半導体素子等検査事業においては、エレクトロニクス産業の需要の低迷により前期から続くテスト価格の

一層の下落に加え、主力の顧客先における生産の大幅な減少により、その影響を受けて受託数量が減少する
など、売上げ低迷を余儀なくされました。また、利益面では、販管費の抑制や設備投資の先送りなどによる、
利益の確保に鋭意取り組んできましたが、売上げ、利益とも、これらの落ち込みをカバーするには至らず、
引き続き厳しい対応を強いられました。 
　その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は１億３千２百万円（前年同期比1.1％減)、営業損失は２
千４百万円（前年同期比は、１千８百万円の営業損失)となりました。
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報
① 資産、負債及び資本の状況
当第１四半期連結会計期間末の総資産は164億４千７百万円であり、前連結会計年度末に比べ３億６千６

百万円増加しました。このうち、流動資産は３億６千４百万円増加の136億４千６百万円、固定資産は前連
結会計年度末とほぼ同額の28億１百万円でした。流動資産の増加は主として、現金及び預金、たな卸資産
の増加によるものであります。 
　総負債は55億８千３百万円であり、前連結会計年度末に比べ４億８千万円増加しました。総負債の増加
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、108億６千３百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億１千３百万円減少しました。純資産
の減少は主として、利益剰余金の減少によるものであります。これにより、自己資本比率は66.1%と、前連
結会計年度末に比べ2.2%減少しました。 

② キャッシュ・フローの状況
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間は６億６千８百万円であります。 

　これは主として、仕入債務が１億８千３百万円の増加、売上債権が１億６千８百万円の減少、未収入金
が１億４千１百万円の減少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）
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間は２百万円であります。 

　これは主として、投資有価証券の売却による収入１千７百万円、有形固定資産の取得による支出１千１
百万円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） 
　財務活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間は△２億２千１百万円であります。 
　これは主として、配当金１億２千１百万円の支払、短期借入金（純額）１億円の返済によるものであり
ます。

これにより、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、現金及び現金同等物に係る換
算差額１千万円を加味し、前連結会計年度末から、４億５千９百万円増加し、30億６千８百万円となりま
した。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当企業集団を取り巻く環境については、原油価格の高騰と米国経済の減速を背景に、企業と家計の両面で

厳しさを増しています。加えて、堅調なアジア市場も、米国の景気後退が及ぼす影響が懸念されるなど、そ
の先行きについて、不透明感や下振れリスクへの警戒感が一段と強まっています。従って、今後の見通しに
ついては、予断を許さない状況で推移するものと思われますが、平成20年５月13日付で発表した平成21年３
月期の業績予想に変更はありません。なお、営業利益については、主力の半導体素子等販売事業の売上総利
益率が５月以降計画以上に推移しているほか、販管費の見直しを強力に推し進めているため、当第１四半期
連結会計期間の落ち込みをカバーできるものと見込んでおります。 
　なお、通期の連結業績といたしましては、売上高261億円（前期比3.2％増）、営業利益５億２千万円（前期
比16.9％増）、経常利益５億円（前期比45.1％増）、当期純利益３億円（前期比110.7％増）を予定しておりま
す。
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

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
該当事項はありません。

(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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）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、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益が、それぞれ15,328千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。
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

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 2,068,776 1,608,791

受取手形及び売掛金 6,002,458 6,153,342

有価証券 1,000,000 1,000,000

商品 3,052,907 2,940,065

製品 5,050 6,338

原材料 32,840 36,720

仕掛品 30,732 40,095

貯蔵品 5,448 5,887

未収入金 1,138,012 1,279,746

その他 420,973 322,325

貸倒引当金 △110,524 △110,774

流動資産合計 13,646,678 13,282,539

固定資産

有形固定資産 1,337,590 1,382,296

無形固定資産 147,346 158,619

投資その他の資産

その他 1,341,477 1,283,536

貸倒引当金 △25,393 △25,704

投資その他の資産合計 1,316,084 1,257,832

固定資産合計 2,801,020 2,798,748

資産合計 16,447,699 16,081,287
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

（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)

負債の部

流動負債

買掛金 1,963,057 1,758,987

短期借入金 1,200,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

未払法人税等 118,022 1,065

役員賞与引当金 7,000 5,500

その他 769,388 559,521

流動負債合計 4,657,468 4,225,073

固定負債

長期借入金 200,000 200,000

退職給付引当金 518,001 479,879

役員退職慰労引当金 165,783 164,217

その他 42,520 34,526

固定負債合計 926,305 878,624

負債合計 5,583,774 5,103,698

純資産の部

株主資本

資本金 1,157,792 1,157,792

資本剰余金 1,340,172 1,340,172

利益剰余金 8,031,062 8,202,290

自己株式 △126,937 △126,937

株主資本合計 10,402,090 10,573,318

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 480,128 434,752

為替換算調整勘定 △18,293 △30,481

評価・換算差額等合計 461,834 404,271

純資産合計 10,863,924 10,977,589

負債純資産合計 16,447,699 16,081,287
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 5,772,561

売上原価 4,785,200

売上総利益 987,360

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 339,701

従業員賞与 87,621

役員賞与引当金繰入額 1,500

退職給付引当金繰入額 41,008

役員退職慰労引当金繰入額 1,671

その他 485,758

販売費及び一般管理費合計 957,260

営業利益 30,100

営業外収益

受取利息 3,233

受取配当金 24,460

為替差益 23,158

その他 3,868

営業外収益合計 54,721

営業外費用

支払利息 5,855

手形売却損 2,306

支払手数料 2,485

その他 3,502

営業外費用合計 14,149

経常利益 70,672

特別利益

貸倒引当金戻入額 250

投資有価証券売却益 13,028

特別利益合計 13,278

特別損失

減損損失 22,000

その他 706

特別損失合計 22,706

税金等調整前四半期純利益 61,244

法人税、住民税及び事業税 110,554

法人税等調整額 △71,779

法人税等合計 38,775

四半期純利益 22,469
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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 61,244

減価償却費 48,759

減損損失 22,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △561

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,566

受取利息及び受取配当金 △27,694

支払利息 5,855

為替差損益（△は益） 4,131

投資有価証券売却損益（△は益） △12,534

売上債権の増減額（△は増加） 168,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,800

未収入金の増減額（△は増加） 141,733

仕入債務の増減額（△は減少） 183,371

その他 118,626

小計 657,689

利息及び配当金の受取額 27,633

利息の支払額 △4,774

法人税等の支払額 △11,710

営業活動によるキャッシュ・フロー 668,838

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 △11,281

投資有価証券の取得による支出 △3,288

投資有価証券の売却による収入 17,616

その他 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,959

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） △100,000

配当金の支払額 △121,968

財務活動によるキャッシュ・フロー △221,968

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 459,985

現金及び現金同等物の期首残高 2,608,791

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,068,776
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

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)

半導体素子等

販売事業

(千円)

半導体素子等

検査事業

(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 5,640,525 132,035 5,772,561 ─ 5,772,561

　(2)セグメント間の内部

　  売上高又は振替高
─ 1,938 1,938 (1,938) ─

計 5,640,525 133,973 5,774,499 (1,938) 5,772,561

　営業利益又は営業損失(△) 54,333 △ 24,233 30,100 ─ 30,100

(注) １ 事業区分は、商品の種類、性質と事業展開の共通性を基準として区分しております。

２ 各事業区分の主な内容

(1) 半導体素子等販売事業…アナログＩＣ、メモリＩＣ、リニアＩＣ、特定用途ＩＣ、カスタムＩＣ、

Ａ／Ｄコンバータ、ＩＣソケット、リチウム電池、システムボード製品、ネットワーク製品、表示器製品、

パソコン本体及び周辺機器

(2) 半導体素子等検査事業…各種ＩＣ検査、バーンイン検査、ソケット検査、テーピング作業

３ 会計処理の変更

　 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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）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。

　これにより、半導体素子等販売事業の営業利益が15,328千円減少しております。
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

【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)

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の売上高の割合が90％超であるため、所在地別セグメント
情報の記載を省略しております。

【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 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 732,990 20,351 753,341

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 5,772,561

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

12.7 0.4 13.1

(注) １ 国又は地域の区分は、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

(1) アジア…中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

(2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ

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

該当事項はありません。
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

(要約) 前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)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,819,497

Ⅱ 売上原価 5,704,348

　 売上総利益 1,115,149

Ⅲ 販売費及び一般管理費 994,978

　 営業利益 120,170

Ⅳ 営業外収益 28,676

Ⅴ 営業外費用 19,787

　 経常利益 129,059

Ⅵ 特別利益 1,872

Ⅶ 特別損失 1,468

　 税金等調整前四半期純利益 129,462

　 法人税、住民税及び事業税 125,698

　 法人税等調整額 △68,154

　 四半期純利益 71,918
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(要約) 前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)

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利益 129,462

　 減価償却費 55,860

　 売上債権の増減額(△：増加) 209,523

　 たな卸資産の増減額(△：増加) △198,698

　 仕入債務の増減額(△：減少) △648,107

　 その他 △151,563

　 小計 △603,522

　 利息及び配当金の受取額 13,251

　 利息の支払額 △3,948

　 法人税等の支払額 △251,870

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △846,090

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 △70,482

　 投資有価証券の取得による支出 △8,784

　 投資有価証券の売却による収入 2,222

　 その他 28

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △77,014

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 社債及び借入金の純増減額(△：減少) 191,669

　 配当金の支払額 △177,927

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 13,741

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 24,452

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少） △884,910

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,469,161

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,584,251
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インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

6. その他の情報

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称

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)

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)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

半導体素子等
販売事業

ＩＣ・半導体 ─ ─ ─ ─

電子部品 ─ ─ ─ ─

電子機器 62,515 100.0 56,236 100.0

合計 62,515 100.0 56,236 100.0

半導体素子等検査事業 ─ ─ ─ ─

合計 62,515 100.0 56,236 100.0

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 金額は製造原価によっております。

(2) 受注状況

事業の種類別セグメントの名称

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)

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)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高 
(千円)

受注残高 
(千円)

半導体素子等
販売事業

ＩＣ・半導体 5,776,667 3,593,611 5,065,538 3,203,979

電子部品 407,217 526,029 293,590 361,233

電子機器 297,963 165,444 231,049 229,421

合計 6,481,847 4,285,085 5,590,177 3,794,633

半導体素子等検査事業 133,487 ─ 132,035 ─

合計 6,615,335 4,285,085 5,722,213 3,794,633

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 受注高には、受注取消、変更、為替レートの変動による調整額を含んでおります。

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称

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)

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)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

半導体素子等
販売事業

ＩＣ・半導体 5,614,345 82.3 4,967,503 86.1

電子部品 719,210 10.5 462,447 8.0

電子機器 352,454 5.2 210,575 3.6

合計 6,686,009 98.0 5,640,525 97.7

半導体素子等検査事業 133,487 2.0 132,035 2.3

合計 6,819,497 100.0 5,772,561 100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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