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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 54,015 ― 845 ― 980 ― 258 ―

20年3月期第1四半期 55,338 13.3 1,188 38.2 1,191 49.8 613 45.0

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 23.00 ―

20年3月期第1四半期 54.53 ―

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 73,451 27,631 36.6 2,387.99
20年3月期 79,434 27,611 33.8 2,387.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  26,859百万円 20年3月期  26,850百万円

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 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 35.00 35.00

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 102,000 △13.5 1,730 △24.5 1,610 △23.2 800 △21.8 71.12
通期 215,000 △8.3 3,900 △7.9 3,500 △5.7 1,900 △2.5 168.92

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」をご覧下さい。  

(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」をご覧下さい。  

(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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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。  

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  11,276,944株 20年3月期  11,276,944株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  29,152株 20年3月期  28,998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  11,247,899株 20年3月期第1四半期  11,248,250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１四半期における我が国経済は、米国経済低迷の影響・円高ドル安・株安・原材料価格の高騰等による企業収

益への圧迫から、設備投資において慎重な姿勢をとる企業が増えてきております。また、ガソリンや商品価格の上昇

により個人消費にも陰りが見え始めるなど、総じて景気の減速が見受けられる状況となっております。

　 一方、当社が参画するエレクトロニクス業界を取り巻く環境としては、日本・米国・欧州等で薄型テレビ等のデジ

タル家電の販売が好調なことから、半導体・電子部品全般における需要は緩やかながら拡大基調にあり、現時点の足

下の景況感としては特段の変調は見受けられず推移しております。

　このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、主力事業である半導体

及び電子部品の販売事業がデジタル関連機器の需要拡大を背景に、国内を中心に好調に推移しましたが、韓国におけ

るパソコン用データストレージ向け電子部品の販売減もあり、連結での売上高が前年同期に比べわずかながら減少し

ました。また、メモリー価格の大幅下落により、営業利益についても前年同期を下回る結果となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　 当第１四半期末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比較して 59 億 82 百万円減少し、734 億 51 百万円

となりました。また純資産は、四半期純利益の計上、剰余金の配当等により 276 億 31 百万円となり、自己資本比

率は 36.6 ％ となりました。 

〔連結キャッシュ・フローに関する定性的情報〕

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は　80 億 ６ 百万円となり、前連結会計年

度末より 13 億 71 百万円減少いたしました。

各キャッシュ・フローの状況について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）

　営業活動の結果使用した資金は、20 億 44 百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益　（９ 

億 ７ 百万円）、売上債権の減少（33 億 53 百万円）、仕入債務の減少（63 億 52 百万円）、たな卸資産の減少

（９ 億 ２ 百万円）及び法人税等の支払額（７ 億 20 百万円）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）

　投資活動の結果増加した資金は、７ 億 16 百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入

（12 億円）及び預入による支出（３ 億 50 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）

  財務活動の結果得られた資金は 58 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額（４ 億 69 

百万円）及び配当金の支払（３ 億 93 百万円）によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成20年５月12日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。



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

　　　（簡便な会計処理の適用）

　　　　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しております。

　　　　②固定資産の減価償却費の算定方法

　　　　　　固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積もりを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分し

て算定しております。なお、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

間按分して算出する方法によっております。

　　　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　　　　　税金費用の計算

　　　　　　当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積もり、税引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。

（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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均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）を適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（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。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 34 百万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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

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、平

成20年４月１日以降にリース取引開始となる契約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前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　これによる営業利益、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ありません。

④「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在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、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、営業利益は 19 百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 87 百万円減少してお

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。

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 8,806 11,027

受取手形及び売掛金 45,633 48,878

商品 12,857 13,679

原材料 200 242

仕掛品 195 218

その他 1,602 1,274

貸倒引当金 △113 △147

流動資産合計 69,181 75,173

固定資産   

有形固定資産 732 746

無形固定資産 30 31

投資その他の資産   

投資有価証券 2,640 2,588

その他 888 916

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 3,507 3,483

固定資産合計 4,270 4,260

資産合計 73,451 79,434

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,984 41,477

短期借入金 8,619 8,130

未払法人税等 809 916

賞与引当金 269 180

役員賞与引当金 4 19

その他 801 652

流動負債合計 45,490 51,378

固定負債   

退職給付引当金 216 214

役員退職慰労引当金 109 152

負ののれん 3 3

その他 － 73

固定負債合計 329 444

負債合計 45,820 51,822



（単位：百万円）

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 3,184 3,184

資本剰余金 3,770 3,770

利益剰余金 19,950 20,062

自己株式 △36 △36

株主資本合計 26,869 26,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 165 113

繰延ヘッジ損益 △5 5

為替換算調整勘定 △169 △251

評価・換算差額等合計 △9 △131

少数株主持分 771 761

純資産合計 27,631 27,611

負債純資産合計 73,451 79,434



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 54,015

売上原価 51,596

売上総利益 2,419

販売費及び一般管理費 1,573

営業利益 845

営業外収益  

受取利息 23

仕入割引 45

為替差益 100

その他 64

営業外収益合計 233

営業外費用  

支払利息 43

売掛金譲渡損 31

持分法による投資損失 20

その他 4

営業外費用合計 99

経常利益 980

特別利益  

固定資産売却益 2

特別利益合計 2

特別損失  

投資有価証券評価損 75

特別損失合計 75

税金等調整前四半期純利益 907

法人税、住民税及び事業税 617

少数株主利益 30

四半期純利益 258



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 907

減価償却費 47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38

売上債権の増減額（△は増加） 3,353

たな卸資産の増減額（△は増加） 902

仕入債務の増減額（△は減少） △6,352

その他 △97

小計 △1,315

利息及び配当金の受取額 34

利息の支払額 △43

法人税等の支払額 △720

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,044

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 △48

有形固定資産の売却による収入 3

投資有価証券の取得による支出 △81

定期預金の預入による支出 △350

定期預金の払戻による収入 1,200

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 716

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） 469

配当金の支払額 △393

少数株主への配当金の支払額 △16

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 58

現金及び現金同等物に係る換算差額 △101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,371

現金及び現金同等物の期首残高 9,377

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,006



（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）

　当社グループの事業区分の方法は、「半導体及び電子部品」及び「産業電子機器及び伝送端末機器」に区別

しておりますが、当第１四半期連結累計期間につきましては、「半導体及び電子部品」にかかる売上高及び営

業利益の金額が、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％を超えて

いるため、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。

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）

 日本（百万円）
東南アジア
（百万円）

北米（百万円） 計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 36,026 17,581 407 54,015 － 54,015

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
4,679 8,172 － 12,851 (12,851) －

 計 40,705 25,753 407 66,866 (12,851) 54,015

営業利益 784 203 △16 971 (125) 845

　（注）１．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地域の内訳は、次のとおりであります。

(1) 東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等

(2) 北米……………米国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、125百万円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門に係る費用であります。

４．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

  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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で 

34 百万円減少しております。

（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）　

  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在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。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べて、営業利益が、東南アジアで 19 百万円減少しております。

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）

 東南アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 30,668 410 31,079

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 54,015

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
56.8 0.8 57.5

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等

(2)北米……………米国

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

該当事項はありません。



「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

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 55,338

Ⅱ　売上原価 52,612

売上総利益 2,726

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,538

営業利益 1,188

Ⅳ　営業外収益 109

Ⅴ　営業外費用 106

経常利益 1,191

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 0

税金等調整前四半期純利益　 1,191

法人税、住民税及び事業税 538

少数株主利益 39

　四半期純利益 613



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

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 1,191

減価償却費 33

役員退職慰労引当金の減少額 △415

退職給付引当金増加額 5

売上債権の増加額 △2,987

 仕入債務の増加額　 3,674

 たな卸資産の増加額 △276

その他 △234

小計 988

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △38

法人税等の支払額 △694

営業活動によるキャッシュ・フロー 318

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 △0

有形固定資産の取得による支出 △23

有形固定資産の売却による収入 0

定期預金の預入による支出 △540

定期預金の払戻による回収 1,200

　   その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー 644

Ⅲ　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 △812

配当金の支払額 △394

少数株主への配当金の支払額 △9

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,216

 Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 90

 Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △163

 Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 7,843

 Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 7,680



（３）セグメント情報

ａ.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）

　当社グループの事業区分の方法は、「半導体及び電子部品」及び「産業電子機器及び伝送端末機器」に区別

しておりますが、前第１四半期連結累計期間につきましては、「半導体及び電子部品」にかかる売上高、営業

利益及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額及び資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えているため、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。

ｂ.所在地別セグメント情報

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）

 日本（百万円）
東南アジア
（百万円）

北米（百万円） 計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 36,346 18,553 438 55,338 － 55,338

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,308 135 0 2,443 (2,443) －

 計 38,654 18,688 438 57,782 (2,443) 55,338

営業費用　 37,737 18,260 472 56,470 (2,320) 54,150

営業利益 917 428 △33 1,312 (123) 1,188

　（注）１．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地域の内訳は、次のとおりであります。

(1) 東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国

(2) 北米……………米国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、123百万円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門に係る費用であります。

ｃ.海外売上高

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）

 東南アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 23,468 438 23,906

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 55,338

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
42.4 0.8 43.2

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国

(2)北米……………米国

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．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

（単位：百万円）　

事業部門の名称
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）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

産業電子機器及び伝送端末機器等シ

ステム機器事業
869 863 3,842

合計 869 863 3,842

（２）商品仕入実績

（単位：百万円）　

事業部門の名称
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）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

半導体及び電子部品等コンポーネ

ント事業
52,274 50,069 222,267

合計 52,274 50,069 222,267

（３）受注状況

（単位：百万円）　

事業部門の名称 前連結会計年度末受注残高 受注高 受注残高

半導体及び電子部品等コンポーネ

ント事業
25,435 53,799 26,082

産業電子機器及び伝送端末機器等

システム機器事業
514 848 500

合計 25,950 54,648 26,582

（４）販売実績

（単位：百万円）　

事業部門の名称
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）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

半導体及び電子部品等コンポーネ

ント事業
54,468 53,152 230,605

産業電子機器及び伝送端末機器等

システム機器事業
869 863 3,842

合計 55,338 54,015 234,447
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