
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 イノテック株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9880 URL http://www.innotech.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 澄田 誠

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 酒井 慎二 TEL 045-474-9000

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

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 8,959 ― 466 ― 443 ― 168 ―

20年3月期第1四半期 13,762 10.1 875 11.8 869 24.1 475 28.9

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 7.32 7.28
20年3月期第1四半期 20.54 20.45

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 36,838 23,125 62.1 1,006.89
20年3月期 40,439 23,525 57.6 1,006.84

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  22,865百万円 20年3月期  23,299百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 12.00 20.00

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 16,500 ― 600 ― 550 ― 200 ― 8.69
通期 33,000 △37.5 1,650 △50.5 1,600 △50.6 700 △55.3 30.40

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、４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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績のご利用に当たっての注意事項等については、３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覧ください。なお、１株当たり当期純利益は、当第１四半期の期中平均株式数を基に算出しております。 
 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 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  23,164,901株 20年3月期  23,164,901株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  456,228株 20年3月期  24,228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  23,026,040株 20年3月期第1四半期  23,164,179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におけるわが国経済は、原油・鋼材等資源材の高騰による原材料等の値上げやサブプ

ライムローン問題を背景とした米国経済の減速から、企業業績や個人消費が伸び悩むなど、景気の先行きに不透明

感が強まる状況となりました。

当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界におきましても、高度な技術ソリューションが求めら

れる一方、デジタル家電・ＯＡ機器などの価格競争の激化や半導体メーカーの設備投資抑制傾向等、厳しい状況で

推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、マーケットニーズの把握、新規顧客の開拓に努めてまいりましたが、

当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高89億59百万円、営業利益４億66百万円、経常利益４億43

百万円、四半期純利益１億68百万円となりました。

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。

〔半導体設計事業〕

半導体設計事業は、当社グループの高度なエンジニアリング力を効果的に活用して高付加価値製品・サービスの

提供に努め、既存顧客への販売強化、多様なニーズへの対応と新規顧客開拓に注力し、積極的な営業活動を展開し

てまいりました。主力製品の米国ケイデンス社製ＥＤＡソフトウェアは、ライセンスモデルの変更により前年同期

実績には及ばなかったものの、大型契約の更新に成功したほか、保守契約の順調な伸長等により堅調に推移いたし

ました。ユーザーから高評価を得ております自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴは、引き続き顧客ニーズの取り込

みとコスト削減に注力し収益に大きく貢献いたしましたが、前年同期実績には及びませんでした。また、三栄ハイ

テックス株式会社のＬＳＩ設計受託ビジネスは、昨年末より市況悪化が顕在化するなか、更なる技術力の向上によ

る競争力の強化と顧客設計需要の包括的取り込みに注力してまいりましたが、業務案件数の減少が響き、売上は減

少いたしました。その結果、当事業の売上高は36億74百万円、営業利益は５億61百万円となりました。

〔電子部品事業〕

電子部品事業は、ＯＡ・ＦＡ市場向け既存顧客を中心にデジタル家電も堅調に推移し、当社のエンジニアリング

力を活かした高付加価値製品の拡充に努めてまいりました。デバイス部門においては、前連結会計年度と同様に

ゲーム機向けＨＤＭＩ（※）チップの出荷は堅調でしたが、デジタル家電の規格の一部見直しなど市場動向が急激

に変更した事や新規製品の立上がりの遅れにより売上高は減少しました。ハードディスク部門においては、デジタ

ル家電へのハードディスクの普及及びデジタル複合プリンタのカラー化、高速化が進んでいるものの、デジタルビ

デオ機向け小型ハードディスクの販売が前連結会計年度で終了した事や価格競争の激化により売上高は大幅に減少

しております。アイティアクセス株式会社の組み込みソフトウェア、ＯＡ機器やデジタル家電などの製品開発支援

ビジネスはデジタルテレビや車載向けデジタル家電の販売好調に加え、産業用機器・放送機器向け組み込みＯＳの

旺盛な需要に支えられ、ライセンス販売、受託開発案件とも売上を拡大しました。その結果、当事業の売上高は52

億85百万円、営業利益は２億88百万円となりました。

（※）ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）とは、高精細なハイビジョン映像、音声データ、制御

信号などを一本のケーブルで高速に送受信できるインターフェース規格であり、当社は規格策定の中心であ

る米国シリコンイメージ社の代理店を行っております。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

〔日本〕

ハードディスクドライブ、電子デバイス、自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴ等の販売が減少し、売上高は74億

30百万円、営業利益は８億44百万円となりました。

〔アジア〕

シンガポールにおけるハードディスクドライブの販売が減少し、売上高は15億28百万円、営業利益は５百万円と

なりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産が368億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ

36億円減少しております。これは主に、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したためであります。　　

　一方、負債は137億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億円減少しております。これは主に、借入を返済し、

法人税等を支払ったことによるものであります。

　純資産は231億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億99百万円減少しております。これは主に、自己株式の

取得を行ったことによるものであります。この結果、自己資本比率は62.1%となり、前連結会計年度末に比べ4.5ポイ

ント増加しております。　　

   （キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ15億59百万円減少し、15億74百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、11億９百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払い

があったものの、売上債権の減少により資金を得たためであります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、１億46百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券を取

得したためであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、23億88百万円の支出となりました。これは主に、借入金の返済や自

己株式の取得など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

価格競争の激化や設備投資の抑制など厳しい業界環境の中、電子部品事業においてはハードディスクの販売価格低

下やデバイス部門の薄型テレビ等関連製品の販売低下、また、半導体設計事業の半導体テストシステムについては、

フラッシュメモリーの価格低下に伴う販売価格の低下等が見込まれることから、平成20年５月14日に公表しました業

績予想を、平成20年７月28日公表の「平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想の修正に関するお知ら

せ」のとおり修正しております。

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

①固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。

②一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、一般債権の貸倒見積高につきましては、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して算定し

ております。

③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。

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

り、簿価切下げを行う方法によっております。

④繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異の発生状況等

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。
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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

一部の連結子会社の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。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．会計処理基準等に関する事項の変更

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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

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）が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、税金等調整前四半期純利益が、38,258千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。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

④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、リース

取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

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。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に4,326千円計上されております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

２．追加情報

（役員退職慰労引当金）

当第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社については役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、

役員退職慰労引当金を計上しております。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1,380千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。

－ 3 －



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 1,574,540 3,134,442

受取手形及び売掛金 10,688,740 12,950,536

商品及び製品 2,945,035 3,206,561

前渡金 6,410,080 6,018,111

その他 754,019 745,798

貸倒引当金 △10,192 △11,864

流動資産合計 22,362,224 26,043,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,074,003 8,073,796

減価償却累計額 △2,985,822 △2,936,181

建物及び構築物（純額） 5,088,181 5,137,615

土地 5,702,397 5,702,397

その他 776,761 759,563

減価償却累計額 △494,254 △480,785

その他（純額） 282,506 278,777

有形固定資産合計 11,073,086 11,118,790

無形固定資産   

のれん 753,531 798,130

その他 238,720 258,843

無形固定資産合計 992,251 1,056,974

投資その他の資産   

投資有価証券 1,216,436 1,006,221

その他 1,398,861 1,407,692

貸倒引当金 △204,304 △194,036

投資その他の資産合計 2,410,992 2,219,877

固定資産合計 14,476,330 14,395,642

資産合計 36,838,554 40,439,228



（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   

支払手形及び買掛金 2,863,066 3,504,150

短期借入金 2,613,771 4,379,000

未払法人税等 190,675 1,043,266

前受金 5,025,469 4,527,495

賞与引当金 57,609 －

役員賞与引当金 10,673 －

その他 764,295 898,719

流動負債合計 11,525,560 14,352,631

固定負債   

長期借入金 1,852,000 2,160,400

退職給付引当金 226,586 227,855

役員退職慰労引当金 10,255 7,100

その他 98,284 165,555

固定負債合計 2,187,126 2,560,911

負債合計 13,712,686 16,913,542

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,504,094 10,504,094

資本剰余金 9,282,678 9,282,678

利益剰余金 3,245,145 3,307,949

自己株式 △370,477 △23,997

株主資本合計 22,661,442 23,070,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 227,933 176,443

繰延ヘッジ損益 87,074 43,576

為替換算調整勘定 △111,341 8,257

評価・換算差額等合計 203,666 228,277

新株予約権 95,458 71,708

少数株主持分 165,301 154,973

純資産合計 23,125,867 23,525,685

負債純資産合計 36,838,554 40,439,228



（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 8,959,701

売上原価 7,218,212

売上総利益 1,741,489

販売費及び一般管理費 1,275,142

営業利益 466,346

営業外収益  

不動産賃貸料 150,167

その他 43,122

営業外収益合計 193,289

営業外費用  

支払利息 28,623

不動産賃貸費用 113,687

為替差損 69,789

その他 4,366

営業外費用合計 216,467

経常利益 443,168

特別損失  

たな卸資産評価損 38,258

特別損失合計 38,258

税金等調整前四半期純利益 404,910

法人税等 224,138

少数株主利益 12,169

四半期純利益 168,602



（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 404,910

減価償却費 100,333

のれん償却額 44,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,673

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,268

受取利息及び受取配当金 △6,376

支払利息 28,623

売上債権の増減額（△は増加） 2,024,498

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △212,095

仕入債務の増減額（△は減少） △471,535

前受金の増減額（△は減少） 497,973

その他 △260,008

小計 2,147,980

利息及び配当金の受取額 5,180

利息の支払額 △30,935

法人税等の支払額 △1,013,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,109,043

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 △9,558

投資有価証券の取得による支出 △116,596

その他 △20,052

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,206

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） △1,482,869

長期借入金の返済による支出 △367,400

自己株式の取得による支出 △348,388

配当金の支払額 △187,634

少数株主への配当金の支払額 △1,810

その他 △227

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,388,329

現金及び現金同等物に係る換算差額 △134,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,559,901

現金及び現金同等物の期首残高 3,134,442

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,574,540



　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）

半導体設計
事業

（千円）

電子部品
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 3,674,680 5,285,021 8,959,701 － 8,959,701

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 3,674,680 5,285,021 8,959,701 － 8,959,701

営業利益 561,386 288,296 849,682 △383,335 466,346

　（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分に属する主要な内容

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、テストシステム、ＬＳＩ受託設計開発

電子部品事業…………………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組込ソフト開発

３．事業区分の変更

　事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、当第１四半期連結

会計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の

組織変更に合わせて、従来「電子部品事業」に含めておりましたＡＳＩＣ受託設計販売及びボード開発販売

を「半導体設計事業」に含めることとしております。

　この結果、従来の方法に比較して当第１四半期連結累計期間の売上高は、半導体設計事業が536,115千円増

加し、電子部品事業が536,115千円減少しております。また、営業利益は、半導体設計事業が2,586千円増加

し、電子部品事業が2,586千円減少しております。

４．当第１四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、383,335千円

であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

５．追加情報

「定性的情報・財務諸表等　４．その他　（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　２．追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社に

ついては役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役員退職慰労引当金を計上しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が半導体設計事業で1,380千円減少しております。
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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

（千円）

アジア

（千円）

計

（千円） 

消去又は全社

(千円)

連結 

（千円）

  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 7,430,749 1,528,952 8,959,701 － 8,959,701

 （２） セグメント間の

　　　　内部売上高又は振替高
1,268,179 4,512 1,272,691 △1,272,691 －

 計 8,698,929 1,533,464 10,232,393 △1,272,691 8,959,701

 営業利益 844,197 5,484 849,682 △383,335 466,346

（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、中国、香港

３．当第１四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、383,335

千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

４．追加情報

「定性的情報・財務諸表等　４．その他　（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　２．追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社

については役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役員退職慰労引当金を計上しております。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1,380千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）

 アジア ヨーロッパ 北米 計

 Ⅰ　海外売上高（千円） 2,601,329 202,125 291,304 3,094,759

 Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 8,959,701

 Ⅲ　連結売上高に占める海外

　　 売上高の割合（％）
29.0 2.3 3.2 34.5

 （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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。

　　　　　（1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ

　　　　　（2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、ドイツ、ベルギー、イギリス

　　　　　（3）北米・・・・・・アメリカ

 　　　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、当第１四半期連結会計期間において、自己株式432,000株を取得しております。この結果、当第１四半

期連結会計期間において自己株式が346,479千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が370,477

千円となっております。
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「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（平成19年４月１日～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（千円）

Ⅰ　売上高 13,762,502

Ⅱ　売上原価 11,592,707

　売上総利益 2,169,794

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,294,684

　営業利益　 875,110

Ⅳ　営業外収益 207,664

Ⅴ　営業外費用 212,853

　経常利益 869,921

　税金等調整前四半期純利益 869,921

　税金費用 384,881

　少数株主利益 9,308

　四半期純利益 475,731
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（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（平成19年４月１日～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（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 869,921

　減価償却費 153,617

　退職給付引当金の減少額 △485

　受取利息及び受取配当金 △5,572

　支払利息 70,530

　売上債権の減少額 1,679,517

　たな卸資産・前渡金の増加額 △2,925,703

　仕入債務の増加額 1,598,680

　その他 134,754

小計 1,575,259

　利息及び配当金の受取額　 4,376

　利息の支払額　 △70,638

　法人税等の支払額 △501,456

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007,540

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 △25,463

　有形固定資産の売却による収入　 1,370

　投資有価証券の取得による支出 △12,361

　投資有価証券の売却による収入 12,947

　長期貸付金の回収による収入　 1,338

　その他　 △138,613

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,781

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の純減少額 △1,945,033

　長期借入金の返済による支出　 △662,170

　自己株式の取得による支出　 △89

　親会社による配当金の支払　 △110,635

　少数株主への配当金の支払　 △1,810

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,719,738

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,105

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,885,084

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,660,288

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 775,204
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（３）セグメント情報

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（平成19年４月１日～６月30日）

半導体設計
事業

（千円）

電子部品
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 3,954,852 9,807,649 13,762,502 － 13,762,502

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 3,954,852 9,807,649 13,762,502 － 13,762,502

営業費用 3,166,649 9,305,738 12,472,387 415,004 12,887,392

営業利益 788,203 501,911 1,290,115 △415,004 875,110

　（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分に属する主要な内容

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、半導体ＦＡＢ関連、ＬＳＩ受託設計開発

電子部品事業…………………電子デバイス、ストレージ、受託開発、組込ソフト開発

３．当四半期連結会計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、415,004千円であ

り、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

－ 5 －
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