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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 57,135 ― 1,074 ― 1,137 ― 474 ―

20年3月期第1四半期 64,951 17.9 1,959 34.0 1,977 32.1 1,190 9.8

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 15.18 ―

20年3月期第1四半期 37.22 ―

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 99,620 60,123 60.4 1,922.00
20年3月期 97,276 59,762 61.4 1,910.45

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  60,123百万円 20年3月期  59,762百万円

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 ― 18.00 ― 20.00 38.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 18.00 ― 20.00 38.00

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 121,000 ― 2,180 ― 2,200 ― 1,100 ― 35.16
通期 258,000 △1.6 5,450 7.7 5,500 1.4 3,300 △3.4 105.49

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見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であって、潜在的なリスクや不確定な要因を含んでおり
ます。実際の業績は、様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項は、２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参照下さい。 
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。  

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  31,983,373株 20年3月期  31,983,373株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  701,661株 20年3月期  701,578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  31,281,764株 20年3月期第1四半期  31,982,711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１四半期連結会計期間の日本経済は、企業収益の悪化や個人消費の低迷により景気回復は足踏み状態となりま

した。世界経済につきましても、アジア圏では概ね景気は拡大を続けたものの、米国は景気後退懸念が払拭できず、

またユーロ圏でも域内で隔たりはみられるものの全体的に景気減速感は強まりました。 

  このようななか、当社は「信頼とソリューションで存在価値を発揮する三信電気」という経営の基本方針のもと、

「商品流通」「品揃え」「製品コーディネート」「技術力」の４つを柱にしたソリューション提供力の強化に向け、

技術サポート体制の整備、コア製品の販売力強化、製品ラインアップの拡充、成長分野への拡販強化、販売網の整

備、社会的責任（ＣＳＲ）への対応強化といった、期首に掲げた課題に鋭意取り組んでまいりました。 

  この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は571億35百万円（前年同期比12.0％減）、営業利益は10億74百万

円（前年同期比45.2％減）、経常利益は11億37百万円（前年同期比42.5％減）、四半期純利益は4億74百万円（前年

同期比60.1％減）となりました。前年同期との比較では、主力であるデバイス事業の売上高減少や円高が大きく影響

しております。特に半導体につきましては液晶ディスプレイドライバＩＣの減少が大きく、電子部品につきましても

コネクタや基板等前年同期に好調だった製品が総じて減少に転じております。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  （１）資産、負債、純資産の状況 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて23億44百万円増加し、996億20百万円

となりました。これは主に商品の増加50億2百万円、売上債権の減少34億88百万円等によるものです。 

  一方、負債は、前連結会計年度末に比べて19億83百万円増加し、394億97百万円となりました。これは主に仕入債

務の増加54億6百万円、短期借入金の減少40億15百万円等によるものです。 

 純資産は、利益剰余金の減少1億64百万円、その他有価証券評価差額金の増加1億75百万円、繰延ヘッジ損益の減少

1億40百万円、為替換算調整勘定の増加4億90百万円等により3億61百万円増加し、601億23百万円となりました。 

（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連結ベースの現金及び現金同等物は、売上債権の減少や仕入債務の増加等によ

り収入が増加したため、短期借入金の返済等による支出増があったものの、前連結会計年度末に比べて30億47百万円

増加し、80億50万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間末の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や仕入債務の増加等がたな

卸資産の増加等を吸収し、75億58百万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） 

 当第１四半期連結会計期間末の投資活動によるキャッシュ・フローは、主にＩＴ関連投資や投資有価証券の取得等

により47百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間末の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により46億1百万円の

支出となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の景気見通しにつきましては、米国経済の停滞の長期化及びそれが及ぼす世界経済への影響が懸念されます。

また、エネルギーや原材料、食品の価格、為替相場の動向も予断を許さない状況であることから、景気の先行きは依

然不透明性を帯びております。エレクトロニクス業界につきましても、第２四半期以降もデジタル家電を中心に引き

続き市場成長が期待される一方、平行して競争激化やそれに伴う販売価格の低下も予想されております。 

 このように当社にとりましては厳しい事業環境が続くものと予想されますが、通期の連結業績予想につきまして

は、当第１四半期の業績が計画通りに推移していることから、現時点では平成20年３月期決算短信（平成20年５月14

日発表）に記載した予想数値から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 

 法人税等の計上基準は法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等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 

 従来、商品については移動平均法による低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）が適用されたことに伴い、商品については移動平均

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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

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、これによる損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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  なお、これによる損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：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 8,050 5,003

受取手形及び売掛金 57,888 61,377

商品 21,705 16,702

半成工事 12 27

その他 2,656 5,169

貸倒引当金 △39 △47

流動資産合計 90,274 88,232

固定資産   

有形固定資産 5,063 4,939

無形固定資産   

のれん 89 96

その他 638 699

無形固定資産合計 728 796

投資その他の資産 3,554 3,308

固定資産合計 9,346 9,044

資産合計 99,620 97,276

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,415 25,009

短期借入金 2,344 6,359

未払法人税等 807 595

引当金 352 726

その他 1,856 1,217

流動負債合計 35,776 33,908

固定負債   

長期借入金 3,300 3,300

その他 421 305

固定負債合計 3,721 3,605

負債合計 39,497 37,513

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,811 14,811

資本剰余金 15,329 15,329

利益剰余金 31,456 31,621

自己株式 △811 △811

株主資本合計 60,786 60,951

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 490 314

繰延ヘッジ損益 △194 △54

為替換算調整勘定 △959 △1,450

評価・換算差額等合計 △663 △1,189

純資産合計 60,123 59,762

負債純資産合計 99,620 97,276



（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 57,135

売上原価 53,387

売上総利益 3,747

販売費及び一般管理費 2,673

営業利益 1,074

営業外収益  

受取利息 20

受取配当金 19

為替差益 32

その他 31

営業外収益合計 103

営業外費用  

支払利息 20

売上割引 17

その他 1

営業外費用合計 40

経常利益 1,137

特別利益  

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 11

特別利益合計 11

特別損失  

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 10

特別損失合計 11

税金等調整前四半期純利益 1,137

法人税等 662

四半期純利益 474



（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 1,137

減価償却費 97

のれん償却額 6

前払年金費用の増減額（△は増加） △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11

受取利息及び受取配当金 △40

支払利息 20

投資有価証券評価損益（△は益） 10

売上債権の増減額（△は増加） 4,040

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,762

仕入債務の増減額（△は減少） 5,000

未収消費税等の増減額（△は増加） 2,660

未払消費税等の増減額（△は減少） △8

その他 △176

小計 7,976

利息及び配当金の受取額 39

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △451

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,558

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

ソフトウエアの取得による支出 △22

投資有価証券の取得による支出 △20

投資有価証券の売却による収入 10

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △47

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 2,544

短期借入金の返済による支出 △6,561

リース債務の返済による支出 △14

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △568

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,601

現金及び現金同等物に係る換算差額 136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,047

現金及び現金同等物の期首残高 5,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,050



　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）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

　　　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（百万円）

Ⅰ　売上高 64,951

Ⅱ　売上原価 60,308

売上総利益 4,643

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,683

営業利益 1,959

Ⅳ　営業外収益 99

Ⅴ　営業外費用 82

経常利益 1,977

Ⅵ　特別利益 137

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 2,115

法人税等 924

四半期純利益 1,190

－ 1 －



（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（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 2,115

　売上債権の減少額 7,849

　たな卸資産の増加額　 △3,469

　仕入債務の増加額 2,256

　法人税等の支払額　 △1,593

　その他　 575

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,733

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 △8

　投資有価証券の売却による収入　 224

　その他 △143

投資活動によるキャッシュ・フロー 72

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　 2,969

　短期借入金の返済による支出　 △10,766

　その他　 △472

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,269

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 87

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △375

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,467

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,092

－ 2 －
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