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(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 23,401 5.8 1,752 29.0 1,969 31.5 1,143 29.5
19年８月中間期 22,129 △ 5.4 1,359 △23.5 1,497 △28.1 882 △25.0

20年２月期 44,150 ― 2,979 ― 3,072 ― 1,501 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 74 31 ― ―
19年８月中間期 54 61 54 58

20年２月期 93 47 93 45

(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期 ― 百万円 19年８月中間期 ― 百万円 20年２月期 ― 百万円

(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

20年８月中間期 30,319 20,219 66.2 1,312 19

19年８月中間期 26,589 20,203 75.5 1,241 65

20年２月期 29,531 20,026 67.4 1,279 19

(参考) 自己資本 20年８月中間期20,085百万円 19年８月中間期20,079百万円 20年２月期19,896百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 1,109 114 △465 5,910

19年８月中間期 739 △517 △1,175 4,249

20年２月期 1,564 △516 △1,020 5,161

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ― ― 40 00 40 00

21年２月期(実績) ― ―   ――――
40 00

21年２月期(予想)   ―――― 40 00

(％表示は対前期増減率)

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

通 期 44,600 1.0 3,041 2.1 3,381 10.0 1,975 31.5 128 71
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4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         有 

  (注) 詳細は、22ページ「表示方法の変更」をご覧ください。 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

1. 20年８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

通期の連結及び個別の業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作
成したものであり、実際の業績は様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。上記の
業績予想に関する事項は、４ページをご参照下さい。 
なお、平成20年４月７日公表の通期業績予想数値を今回修正しておりますので、合わせてご確認下さ

い。 

(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) 中間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（中間連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 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)

20年８月中間期 16,320,828株 19年８月中間期 16,320,828株 20年２月期 16,320,828株

② 期末自己株式数 20年８月中間期 1,014,343株 19年８月中間期 149,244株 20年２月期 767,044株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 18,945 △8.7 1,429 13.0 1,633 16.6 953 15.0
19年８月中間期 20,743 △6.3 1,264 △21.4 1,401 △26.5 828 △26.5

20年２月期 40,061 ― 2,705 ― 2,935 ― 1,717 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

20年８月中間期 61 99

19年８月中間期 51 26

20年２月期 106 91

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

20年８月中間期 25,768 19,038 73.9 1,243 80

19年８月中間期 24,779 18,846 76.1 1,165 41

20年２月期 25,676 19,013 74.0 1,222 42

(参考) 自己資本 20年８月中間期19,038百万円 19年８月中間期18,846百万円 20年２月期19,013百万円

(％表示は対前期増減率)

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

通 期 36,000 △10.1 2,559 △5.4 2,942 0.2 1,727 0.5 112 55
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①当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、昨年後半からの米国サブプライムローン問題に端を発す

る金融市場不安や、原油高による企業収益の減少などで企業の設備投資が減速、個人消費も横バイとな

るなど、全体に景気は弱含みの状況となっております。  

 半導体市場は、WSTS（世界半導体市場統計）の5月27日付発表によれば、世界全体で2007年は2.3％増

となり、2008年は4.7％増、2009年は5.8％増、2010年は8.8％増と緩やかながらも堅調な成長が見込ま

れております。一方、日本市場では円高の影響を受け、2008年は円ベースで3.8％減と予測されており

ます。  

 このような状況下、業績の太宗を占める単体においては、デジカメなど民生機器向け、宇宙関連向け

などが好調でした。一方で、昨年大口案件のあった情報機器向け、無線通信向けは反動で落ち込み、計

測器、アミューズメント向けも低調な推移となり、単体売上としては前中間期を下回る結果となりまし

た。しかし粗利益率の改善により各利益は前年を上回り期初計画を達成いたしました。  

 また連結子会社全体では海外現法が好調に推移し、国内では新連結子会社が今期からフルに寄与が始

まりました。  

 この結果、当中間期の連結業績は、売上高234億1百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益17億52百

万円（同29.0％増）、経常利益19億69百万円（同31.5％増）、中間純利益11億43百万円（同29.5％増）

となりました。  

 品目別売上高につきましては、個別半導体が15億56百万円（前年同期比185.8％増）、集積回路が205

億88百万円（同0.6％増）、機器機構品が６億51百万円（同51.4％増）、システム製品が３億29百万円

（同11.5％減）、その他が２億76百万円（同14.9％減）となりました。  

（単体の四半期別の業績推移については、以下をご参照ください。） 

  

(参考) 単体の四半期別受注・売上推移 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

受注 前年比 前四半期比

前第1四半期(平成19年3～5月) 11,310百万円 102.5％ 115.1％

前第2四半期(平成19年6～8月) 9,968百万円 90.0％ 88.1％

前第3四半期(平成19年9～11月) 10,142百万円 100.5％ 101.7％

前第4四半期(平成19年12～平成20年2月) 9,562百万円 97.3％ 94.3％

当第1四半期(平成20年3～5月) 9,389百万円 83.0％ 98.2％

当第2四半期(平成20年6～8月) 8,516百万円 85.4％ 90.7％
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②当期の見通し 

今後の経営環境については、日本経済の現況は、米国経済の動向や原油・原材料高、為替変動など不

確定要素の影響により弱含みの状況となっております。アジア市場も堅調な景気拡大が継続しているも

のの、成長は減速傾向がみられます。  

 半導体市場は、前述のように、世界全体ではやや控えめな成長率ながら順調な拡大が見込まれており

ます。一方、日本市場においては円高の影響により、2008年は円ベースでは前年比3.8％減の予測とな

っております。  

 このような環境下、当中間期の業績経過は、売上高は期初予想に届きませんでしたが、各利益につき

ましてはほぼ期初予想通りの推移となりました。足元の状況は、主力の産業機器市場は企業の設備投資

が減速している中で受注は第１四半期から第２四半期にかけて減少しており、今後も設備投資は弱含み

で推移するものと予想されます。このような状況の中で、今回売上高について期初予想の達成は難しい

状況と判断し下方修正をいたしました。それに伴い各利益を見直した結果、通期業績予想は以下のとお

りといたしました。  

（ご参考：本日付発表「平成21年2月期業績予想の修正について」）  

【連結・通期業績予想】  

   売上高     446億00百万円 (前期比 1.0%増)  

   営業利益    30億41百万円 ( 同  2.1%増)  

   経常利益    33億81百万円 ( 同  10.0%増)  

   当期純利益   19億75百万円 ( 同  31.5%増)  

【単体・通期業績予想】  

   売上高     360億00百万円 (前期比 10.1%減)  

   営業利益    25億59百万円 ( 同  5.4%減)  

   経常利益    29億42百万円 ( 同  0.2%増)  

   当期純利益   17億27百万円 ( 同  0.5%増)  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

流動資産  

 当中間連結会計期間末の流動資産は280億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億26百万円の

売上 前年比 前四半期比

前第1四半期(平成19年3～5月) 10,696百万円 98.7％ 107.3％

前第2四半期(平成19年6～8月) 10,046百万円 88.9％ 93.9％

前第3四半期(平成19年9～11月) 9,744百万円 87.1％ 97.0％

前第4四半期(平成19年12～平成20年2月) 9,573百万円 96.0％ 98.2％

当第1四半期(平成20年3～5月) 9,246百万円 86.4％ 96.6％

当第2四半期(平成20年6～8月) 9,699百万円 96.5％ 104.9％

(2) 財政状態に関する分析

富士エレクトロニクス㈱ (9883) 平成21年２月期 中間決算短信

- 4 -



増加となりました。  

 主な内訳は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加であります。  

固定資産  

 当中間連結会計期間末の固定資産は23億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円の減少と

なりました。  

 主な内訳は、無形固定資産「その他」に含まれるソフトウエア仮勘定の増加および投資有価証券の減

少であります。  

流動負債  

 当中間連結会計期間末の流動負債は80億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億41百万円の増

加となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。  

固定負債  

 当中間連結会計期間末の固定負債は20億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円の減少と

なりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。  

純資産  

 当中間連結会計期間末の純資産は202億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億92百万円の増

加となりました。主な内訳は、中間純利益の計上による利益剰余金の増加および剰余金の配当による利

益剰余金の減少ならびに自己株式の市場買付けによる増加であります。  

 ②キャッシュ・フロ－の状況  

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比７億48百万円増加

の59億10百万円となりました。  

 営業活動によるキャッシュ・フロ－は、税金等調整前中間純利益19億62百万円に対し、売上債権の増

加６億62百万円、法人税等の支払６億21百万円およびたな卸資産の減少２億68百万円を主因として、11

億９百万円の収入となりました（前中間連結会計期間は７億39百万円の収入）。  

 投資活動によるキャッシュ・フロ－は、投資有価証券の取得による支出１億74百万円、投資有価証券

の償還・売却による収入２億77百万円を主因として、１億14百万円の収入となりました（前中間連結会

計期間は５億17百万円の支出）。  

 財務活動によるキャッシュ・フロ－は、配当金の支払６億15百万円、短期借入金の純増加３億85百万

円および自己株式の取得による支出２億70百万円を主因として、４億65百万円の支出となりました（前

中間連結会計期間は11億75百万円の支出）。  

  

 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 (注)時価ベ－スの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロ－（中間期は営業キャッ

シュ・フロ－×2） 

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期
平成20年８月

中間期

自己資本比率(%) 79.7 77.7 73.5 67.4 66.2

時価ベースの自己資本比率(%) 150.4 131.0 109.8 51.9 46.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

41.6 26.8 － 230.3 181.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

32.0 119.1 － 61.1 46.5

富士エレクトロニクス㈱ (9883) 平成21年２月期 中間決算短信

- 5 -



インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロ－／利払い 

株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。 

営業キャッシュ・フロ－及び利払いは、連結キャッシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フロ－及び利息の支払額を、それぞれ使用しております。 

平成19年２月期は営業キャッシュ・フロ－がマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。 

  

当社は企業体質の一層の充実・強化を図り、今後の事業展開に備えるため必要な内部留保を積むとと

もに、株主に対し極力利益を還元する方針で臨んでまいりました。  

 すなわち、業績の伸展に応じて配当水準は継続的に向上させ、併せて株式分割や記念配当を実施して

まいりました。前期は減収減益となりましたが、前々期と同様の一株当たり期末普通配当40円とさせて

いただきました。  

 今後も利益配分に関しましては、更なる業績拡大を図り、増配等による株主への積極的な利益還元を

行っていく所存です。  

 なお、会社法施行に伴い、配当回数の制限が撤廃されましたが、当社は当面特段の変更は予定してお

りません。  

 上記の基本方針に基づき、当期の配当(予想)につきましては、期末普通配当として一株当たり40円と

しております。  

  

当グループの事業展開上のリスク要因として、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には、以下のようなものがあります。  

 なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において判断したものでありま

す。  

①半導体需要動向による影響  

 当グループは、個別半導体・集積回路の販売比率が90%を超える半導体専門商社であります。  

 ところで半導体業界には、いわゆるシリコンサイクルと呼ばれる循環的な景気変動の波があります。

当グループは販売先・用途先とも多数分散する販売方針をとっており、特定の販売先や特定の用途先に

は偏らない販売比率となっているものの、全体的なシリコンサイクルの変動は、当グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。  

②主要仕入先への依存による影響  

 当グループにおける主要仕入先は、現在、米国アナログデバイセズ社、米国テキサスインスツルメン

ツ社及び米国マイクロン社の３社であり、単体ベースでの販売比率は、３社合計で約70%になります。

各社とは代理店契約を締結し、これまで良好かつ安定した取引関係にて推移しております。  

 しかしながら、仕入先の代理店政策の見直しなど何らかの要因により契約関係の継続が困難となった

場合には、当グループの業績の変動に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク
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③為替変動による影響  

 当グループは外国系半導体の販売が90%以上であり、仕入決済に占めるドル建て比率は60%を超えてお

ります。従いまして、仕入計上時と支払決済時には為替変動リスクが生じます。  

 これに対して、当グループでは、為替予約など様々な手法により為替変動リスクの回避に努めており

ますが、急激な為替変動が起こった場合には、当グループの業績の変動に影響を及ぼすことがありま

す。 

  

  

当社は専ら外国製半導体を仕入れ、国内大手から中堅ユーザーを中心に販売しておりますが、国内子

会社各社は、親会社がカバーできない中小・小口ユーザーや、親会社とは異なる納入先のサポート、親

会社とは異なる仕入先の活用による販売をしております。  

 このうち平成11年10月に買収したクレストロニクス㈱は、国産半導体に強みがありますが、これに当

社の仕入ラインを加えることにより相乗効果が出ております。平成15年１月に子会社化した東京電子販

売㈱も同様の展開を期待すべく連携を図っており、その効果が出ております。平成12年３月に資本参加

したグローバル・トレード㈱は、今後の半導体取引におけるe‐ビジネスの可能性を追求しておりま

す。平成19年12月に子会社化した神商電子部品㈱およびフェアチャイルド・シンショウ・セミコン㈱は

親会社とは異なる大口販売先をサポートしており、当社の仕入ラインを加えることにより今後の相乗効

果が期待できます。  

 一方、海外子会社については、フジ・エレクトロニクス・アメリカ・インクの場合、米国の航空宇宙

の 先端技術をいち早く日本に導入する機能を有し、当社の航空宇宙向半導体の仕入先となっており、

富士半導体有限公司(香港)の場合は、全世界の 新情報入手の他、中国マーケットへ進出する日系企業

との取引拡大を図り、フジ・セミコンダクター・シンガポール・PTE．, LTD．の場合は、マレーシアは

じめ東南アジアに進出する日系企業との取引拡大を図っています。  

 さらに、生産拠点を中国の華東、華北地区にシフトしている日系企業のサポート向上のため、平成16

年６月に富際電子貿易(上海)有限公司を設立し、営業体制を強化いたしました。  

 その他関連会社は２社あります。日本アルプス電子㈱は、当社からの仕入拡大による相互の販売効率

向上を目的として資本参加したものであります。平成15年12月に資本参加した㈱エヌ・ディ・アール

は、ソフト・ハードウェア設計開発に強みを持ち、当社が今後拡充をめざす 先端の半導体製品取り扱

いにとって、同社の技術開発力は大いなるサポートになると考えております。 

２ 企業集団の状況
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当グループの事業に係る位置づけは、次の通りであります。 
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当グループは、「無限の可能性を秘めたエレクトロニクス業界にあって、独立系半導体商社として、

先端の技術による 新の製品をお客様に提供することにより、常に存在価値のある企業であり続け

る」を経営理念としております。  

 すなわち、多彩な人的資産とグローバル・ネットワークをベースに、お客様の多様化するニーズにス

ピーディーに応えるため、有益な情報を見極め、時代の潮流をとらえる創造力を高め、お客様にとって

真のベストチョイスが提供できるように努力してまいります。  

 また、このような営業努力の積み重ねが当グループの事業価値を向上させ、株主・社会への還元に繋

がると強く信ずる次第であります。  

当グループは、これまで外国系半導体商社の強みである付加価値の高い外国製半導体を、メーカー系

列にとらわれず、ユーザーニーズにマッチさせて提供するビジネス戦略を展開してまいりました。  

 特徴としては、産業機器分野を中心に多数の中堅規模ユーザーが主要なお客様であること、アナログ

半導体をメインにお客様のご要望に応えられる多種多様な半導体をラインアップしていること、常に新

しいお客様、半導体の用途先、仕入先メーカーを積極的に開拓していること等に強みがあり、業界トッ

プクラスの高収益・高成長を達成してまいりました。  

 世界半導体市場統計による中期予測では、2007年までの６年連続して半導体市場は成長を達成しまし

た。また2007年から2010年までの年平均成長率は6.4％増と、緩やかながら成長は継続する見通しが出

されるなど、今後も市場拡大が見込まれております。  

 具体的には、半導体の二大用途先であるパソコンと携帯電話において需要の持続的な成長が見込ま

れ、民生機器向けは次世代ゲーム機や薄型テレビなどデジタル家電の需要拡大ペースが速まり、自動車

向けや産業機器向けも安定成長の継続が見込まれるなど、半導体市場はすべての用途先分野で順調な拡

大が予想されております。  

 こうしたフォローのビジネス環境の下、当グル－プは、引き続き業界トップクラスの収益性と成長性

を念頭におき、更なる飛躍を果たすべく、次の基本方針に基づき、積極的な業務展開をしてまいりま

す。  

 ① 営業力・技術力の増強に向けた人材の積極採用  

 ② ベストチョイスの充実に向けた仕入ラインの増強  

 ③ 中堅中小顧客数の増大、大手先の戦略的な開拓  

 ④ アジア拠点の高成長に向けた海外拠点の増強  

 ⑤ 人材の育成・強化、やる気・ヤリガイのある環境作り  

 ⑥ 内部統制システムの構築  

 ⑦ Ｍ&Ａの取り組み  

 今後の中期目標としては、「連結売上高1000億円の高収益企業の早期実現」を目指し、グループ全社

一丸となって邁進する所存であります。 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 会社の対処すべき課題

富士エレクトロニクス㈱ (9883) 平成21年２月期 中間決算短信

- 9 -



  

 
  

４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 4,562,179 6,060,270 5,374,957

２ 受取手形及び売掛金 ※３ 14,533,317 15,926,840 15,302,666

３ 有価証券 98,568 52,346 210,840

４ たな卸資産 4,655,056 5,622,549 5,905,973

５ その他 443,692 362,727 401,642

６ 貸倒引当金 △5,896 △14,397 △12,628

流動資産合計 24,286,918 91.3 28,010,337 92.4 27,183,451 92.1

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１ 154,371 160,623 151,186

２ 無形固定資産

(1) のれん 26,031 111,895 135,873

(2) その他 187,884 213,915 337,119 449,014 257,735 393,608

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 1,218,215 915,338 998,743

(2) その他 744,649 827,151 836,723

(3) 貸倒引当金 △28,542 1,934,323 △42,908 1,699,582 △32,620 1,802,846

固定資産合計 2,302,610 8.7 2,309,220 7.6 2,347,641 7.9

資産合計 26,589,529 100.0 30,319,558 100.0 29,531,093 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形及び買掛金 ※３ 2,908,533 3,550,259 3,605,617

２ 短期借入金 130,329 1,843,337 1,443,862

３ 一年以内返済予定
の長期借入金

667,200 1,186,524 1,099,728

４ 未払法人税等 646,333 786,772 633,602

５ 賞与引当金 192,632 252,957 177,014

６ その他 292,618 408,517 426,827

流動負債合計 4,837,648 18.2 8,028,368 26.5 7,386,651 25.0

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 554,400 1,001,646 1,060,495

２ 退職給付引当金 309,742 354,785 343,931

３ 役員退職慰労引当金 ― 4,150 3,565

４ その他 684,420 711,080 709,837

固定負債合計 1,548,563 5.8 2,071,661 6.8 2,117,828 7.2

負債合計 6,386,211 24.0 10,100,030 33.3 9,504,480 32.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 4,835,050 4,835,050 4,835,050

２ 資本剰余金 4,726,197 4,725,910 4,726,197

３ 利益剰余金 10,413,363 11,553,229 11,032,293

４ 自己株式 △127,683 △1,028,870 △765,986

株主資本合計 19,846,927 74.6 20,085,319 66.2 19,827,554 67.1

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 
  評価差額金

207,839 77,680 119,970

２ 為替換算調整勘定 24,692 △77,917 △51,329

評価・換算差額等 
合計

232,531 0.9 △236 △0.0 68,640 0.2

Ⅲ 少数株主持分 123,857 0.5 134,444 0.5 130,417 0.5

純資産合計 20,203,317 76.0 20,219,527 66.7 20,026,612 67.8

負債純資産合計 26,589,529 100.0 30,319,558 100.0 29,531,093 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 22,129,038 100.0 23,401,807 100.0 44,150,260 100.0

Ⅱ 売上原価 18,647,683 84.3 19,119,162 81.7 36,789,644 83.3

売上総利益 3,481,354 15.7 4,282,644 18.3 7,360,616 16.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

１ 広告宣伝費 19,985 27,246 45,455

２ 貸倒引当金繰入額 9,468 13,723 14,250

３ 役員報酬 112,760 125,272 231,703

４ 給料手当 700,124 880,481 1,464,518

５ 役員賞与 15,485 25,197 25,480

６ 賞与 66,269 69,372 372,182

７ 賞与引当金繰入額 192,632 250,351 155,516

８ 退職給付費用 31,122 45,011 63,640

９ 役員退職慰労 
  引当金繰入額

― 585 205

10 福利厚生費 146,914 157,104 284,900

11 支払手数料 260,632 266,892 517,333

12 賃借料 150,788 168,170 312,533

13 減価償却費 17,038 20,059 36,523

14 のれん償却額 26,031 23,977 60,055

15 その他 373,020 2,122,273 9.6 456,345 2,529,793 10.8 796,692 4,380,990 10.0

営業利益 1,359,081 6.1 1,752,850 7.5 2,979,625 6.7

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 47,165 29,833 87,032

２ 受取配当金 13,126 10,915 19,437

３ 投資有価証券
評価差益

618 1,842 3,273

４ 受取手数料 3,720 7,132 ―

５ 為替差益 89,806 192,022 ―

６ その他 15,563 170,001 0.8 17,904 259,651 1.1 56,352 166,096 0.4

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 15,507 30,680 28,393

２ 売上債権売却損 2,271 9,186 6,134

３ 支払手数料 2,250 2,350 2,250

４ 為替差損 ― ― 25,706

５ 損害賠償金 9,295 241 9,255

６ その他 1,764 31,088 0.1 754 43,212 0.2 1,581 73,322 0.1

経常利益 1,497,994 6.8 1,969,289 8.4 3,072,399 7.0

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 ※１ ― ― 3,131

２ 投資有価証券
売却益

19,174 19,174 0.0 17,094 17,094 0.1 26,129 29,260 0.0

Ⅶ 特別損失

１ 前期損益修正損 ※２ 4,596 ― 4,556

２ 固定資産除却損 ※３ 20 587 241

３ 投資有価証券売却損 ― 22,720 ―

４ 投資有価証券評価損 ― 738 50,609

５ 商品評価損 ― 4,616 0.0 ― 24,046 0.1 287,449 342,857 0.8

税金等調整前中間 
(当期)純利益

1,512,551 6.8 1,962,337 8.4 2,758,802 6.2

法人税、住民税 
及び事業税

653,221 776,675 1,293,236

法人税等調整額 △27,734 625,487 2.8 37,940 814,616 3.5 △45,869 1,247,367 2.8

少数株主利益 4,074 0.0 4,634 0.0 9,515 0.0

中間(当期)純利益 882,990 4.0 1,143,087 4.9 1,501,920 3.4
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高（千円） 4,835,050 4,727,474 10,176,916 △134,527 19,604,912

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △646,543 △646,543

 中間純利益 882,990 882,990

 自己株式の処分 △1,276 6,844 5,568

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― △1,276 236,447 6,844 242,015

平成19年８月31日残高（千円） 4,835,050 4,726,197 10,413,363 △127,683 19,846,927

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計

その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高（千円） 322,377 △1,205 321,172 119,479 20,045,564

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △646,543

 中間純利益 ― 882,990

 自己株式の処分 ― 5,568

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△114,538 25,898 △88,640 4,378 △84,261

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△114,538 25,898 △88,640 4,378 157,753

平成19年８月31日残高（千円） 207,839 24,692 232,531 123,857 20,203,317
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当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高（千円） 4,835,050 4,726,197 11,032,293 △765,986 19,827,554

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △622,151 △622,151

 中間純利益 1,143,087 1,143,087

 自己株式の取得 △270,408 △270,408

 自己株式の処分 △287 7,525 7,237

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― △287 520,935 △262,883 257,764

平成20年８月31日残高（千円） 4,835,050 4,725,910 11,553,229 △1,028,870 20,085,319

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計

その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成20年２月29日残高（千円） 119,970 △51,329 68,640 130,417 20,026,612

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △622,151

 中間純利益 ― 1,143,087

 自己株式の取得 ― △270,408

 自己株式の処分 ― 7,237

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△42,289 △26,587 △68,877 4,027 △64,849

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△42,289 △26,587 △68,877 4,027 192,914

平成20年８月31日残高（千円） 77,680 △77,917 △236 134,444 20,219,527
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高（千円） 4,835,050 4,727,474 10,176,916 △134,527 19,604,912

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △646,543 △646,543

 当期純利益 1,501,920 1,501,920

 自己株式の取得 △638,302 △638,302

 自己株式の処分 △1,276 6,844 5,568

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
（千円）

― △1,276 855,376 △631,458 222,641

平成20年２月29日残高（千円） 4,835,050 4,726,197 11,032,293 △765,986 19,827,554

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成19年２月28日残高（千円） 322,377 △1,205 321,172 119,479 20,045,564

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 ― △646,543

 当期純利益 ― 1,501,920

 自己株式の取得 ― △638,302

 自己株式の処分 ― 5,568

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△202,407 △50,124 △252,531 10,938 △241,593

連結会計年度中の変動額合計 
（千円）

△202,407 △50,124 △252,531 10,938 △18,951

平成20年２月29日残高（千円） 119,970 △51,329 68,640 130,417 20,026,612
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロ－計算書
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による
キャッシュ・フロー

 税金等調整前中間(当期) 
 純利益

1,512,551 1,962,337 2,758,802

 減価償却費 17,038 20,059 36,523

 貸倒引当金の増減額 
 (減少は△)

6,571 12,057 9,586

 賞与引当金の増減額 
 (減少は△)

72,268 75,942 35,152

 退職給付引当金及び前払 
 年金費用の増減額

4,378 27,517 △3,836

 役員退職慰労引当金の増減額
 (減少は△)

― 585 205

 受取利息及び受取配当金 △60,292 △40,749 △106,470

 支払利息 15,507 30,680 28,393

 為替差損益(差益は△) 16,527 △11,830 21,876

 のれん償却額 26,031 23,977 60,055

 投資有価証券評価差益 △618 △1,842 △3,273

 固定資産除却損 20 587 241

 投資有価証券売却益 △19,174 △17,094 △26,129

 投資有価証券売却損 ― 22,720 ―

 投資有価証券評価損 ― 738 50,609

 売上債権の増減額 
 (増加は△)

△338,545 △662,418 91,123

 たな卸資産の増減額 
 (増加は△)

179,738 268,588 △310,331

 仕入債務の増減額 
 (減少は△)

229,933 14,001 355,393

 未払消費税等の増減額 
 (減少は△)

67,398 4,411 77,502

 その他 △86,724 △16,153 20,035

小計 1,642,610 1,714,117 3,095,460

 利息及び配当金の受取額 54,670 41,120 102,549

 利息の支払額 △14,406 △23,862 △25,594

 法人税等の支払額 △943,421 △621,615 △1,607,520

営業活動による 
キャッシュ・フロー

739,453 1,109,759 1,564,894
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前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロ－計算書
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による
キャッシュ・フロー

 定期預金の預入による支出 △309,442 △150,000 △539,143

 定期預金の払戻による収入 176,499 210,582 497,731

 有形固定資産の取得による 
 支出

△77,156 △22,063 △84,290

 無形固定資産の取得による  
 支出

△149,136 △82,529 △219,019

 有価証券の取得による  
 支出

△96,608 △31,752 △148,995

 有価証券の償還による  
 収入

113,306 85,730 183,287

 投資有価証券の取得による 
 支出

△457,096 △174,998 △596,822

 投資有価証券の償還による  
 収入

― 143,489 11,825

 投資有価証券の売却による 
 収入

283,347 134,093 295,695

 貸付金の貸付による支出 △2,000 △2,000 △4,000

 貸付金の回収による収入 2,653 3,022 5,666

 その他 △1,889 863 81,611

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△517,521 114,437 △516,454

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 2,697,745 ― 3,445,132

 短期借入金の返済による 
 支出

△2,902,728 ― △3,792,429

 短期借入金の純増減額 
 (減少は△)

― 385,849 ―

 長期借入れによる収入 ― 600,000 1,300,000

 長期借入金の返済による 
 支出

△333,600 △572,053 △694,977

 自己株式の取得による支出 ― △270,408 △638,302

 自己株式の売却による収入 5,568 7,237 5,568

 配当金の支払額 △642,041 △615,779 △645,568

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△1,175,056 △465,154 △1,020,577

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額

233 △10,680 △68,349

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △952,891 748,362 △40,485

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高

5,202,393 5,161,908 5,202,393

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 4,249,502 5,910,270 5,161,908
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 ７社

連結子会社の名称

フジ・エレクトロニクス・ア
メリカ・インク

富士半導体有限公司

フジ・セミコンダクター・シ
ンガポール・PTE.，LTD.

㈱スリーシステム

クレストロニクス㈱

グローバル・トレード㈱

東京電子販売㈱

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 ９社

連結子会社の名称

フジ・エレクトロニクス・ア
メリカ・インク

富士半導体有限公司

フジ・セミコンダクター・シ
ンガポール・PTE.，LTD.

㈱スリーシステム

クレストロニクス㈱

グローバル・トレード㈱

東京電子販売㈱

神商電子部品㈱

フェアチャイルド・シンショ
ウ・セミコン㈱

 

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 ９社

連結子会社の名称

フジ・エレクトロニクス・ア
メリカ・インク

富士半導体有限公司

フジ・セミコンダクター・シ
ンガポール・PTE.，LTD.

㈱スリーシステム

クレストロニクス㈱

グローバル・トレード㈱

東京電子販売㈱

神商電子部品㈱

フェアチャイルド・シンショ
ウ・セミコン㈱

神商電子部品㈱及びフェアチャ

イルド・シンショウ・セミコン㈱

については、株式の取得により新

たに連結子会社となりました。

(2)非連結子会社の名称
富際電子貿易（上海）有限公
司

(2)非連結子会社の名称
同左

(2)非連結子会社の名称
富際電子貿易（上海）有限公
司

非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等は、いずれも中間連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あるため、連結の範囲から除いて

おります。

非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微である

ため、連結の範囲から除いており

ます。

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社(富際電子貿易

（上海）有限公司)及び関連会社

２社(日本アルプス電子㈱及び㈱

エヌ・ディ・ア－ル)は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、持

分法の適用から除いております。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社(富際電子貿易

（上海）有限公司)及び関連会社

２社(日本アルプス電子㈱及び㈱

エヌ・ディ・ア－ル)は、それぞ

れ当期純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、持

分法の適用から除いております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社７社のうち、在外子

会社３社の中間決算日は５月31日

であります。

中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同日現在の中間財務諸表

を使用しておりますが、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

連結子会社９社のうち、在外子

会社３社の中間決算日は５月31日

であります。

中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同日現在の中間財務諸表

を使用しておりますが、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

連結子会社９社のうち、在外子

会社３社の決算日は11月30日であ

ります。

連結財務諸表の作成に当たって

は、同日現在の財務諸表を使用し

ておりますが、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。
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前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評
価方法

  ① 有価証券
    満期保有目的の債券
      償却原価法（定額法）

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評
価方法

  ① 有価証券
    満期保有目的の債券

同左

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評
価方法

  ① 有価証券
    満期保有目的の債券

同左
    その他有価証券

時価(市場価格等)のある
もの

    その他有価証券
時価(市場価格等)のある
もの

    その他有価証券
時価(市場価格等)のある
もの

中間決算日の市場価格
等に基づく時価法(評
価差額は全部純資産直
入法により処理し、売
却原価は移動平均法に
より算定)  
なお、組込デリバティ
ブを区分して測定する
ことができない複合金
融商品は、複合金融商
品全体を時価評価し、
評価差額を当中間連結
会計期間の損益に計上
しております。

同左 決算日の市場価格等に
基づく時価法(評価差
額は全部純資産直入法
により処理し、売却原
価は移動平均法により
算定) 
なお、組込デリバティ
ブを区分して測定する
ことができない複合金
融商品は、複合金融商
品全体を時価評価し、
評価差額を当連結会計
年度の損益に計上して
おります。

時価(市場価格等)のない
もの

時価(市場価格等)のない
もの

時価(市場価格等)のない
もの

移動平均法による原価
法 
なお、投資事業組合へ
の出資持分について
は、組合の直近の決算
報告書を基礎とし、持
分相当額を純額で取り
込む方法によっており
ます。

同左 同左

  ② デリバティブ 
    時価法

  ② デリバティブ
同左

  ② デリバティブ
同左

  ③ たな卸資産
先入先出法による原価法
ただし、国内連結子会社の

うちクレストロニクス㈱は移
動平均法による低価法を採用
しております。

  ③ たな卸資産
先入先出法による原価法
ただし、国内連結子会社の

うちクレストロニクス㈱は移
動平均法による低価法、神商
電子部品㈱及びフェアチャイ
ルド・シンショウ・セミコン
㈱は移動平均法による原価法
を採用しております。

  ③ たな卸資産
同左
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前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

中間連結財務諸表提出会社

及び国内連結子会社は、定率

法を採用しております。

なお、在外連結子会社は、

定額法を採用しております。
  （会計方針の変更）

中間連結財務諸表提出会社

及び国内連結子会社は、法人

税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号））に伴

い、平成19年４月１日以降に

取得したものについて、改正

後の法人税法に基づく方法に

変更しております。  

 なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

中間連結財務諸表提出会社

及び国内連結子会社は、定率

法を採用しております。

なお、在外連結子会社は、

定額法を採用しております。
  （追加情報）

中間連結財務諸表提出会社

及び国内連結子会社は、法人

税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号））に伴

い、平成19年３月31日以前に

取得したものについて、償却

可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却

する方法によっておりま

す。  

 なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社は、定率法を

採用しております。

なお、在外連結子会社は、

定額法を採用しております。
 （会計方針の変更）

連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社は、法人税法

の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改

正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得

したものについて、改正後の

法人税法に基づく方法に変更

しております。  

 なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。
 （追加情報）

一部の国内連結子会社は、

平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。  

 なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。

  ② 無形固定資産 

    ソフトウエア(自社利用分)
社内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法によ
っております。

  ② 無形固定資産

    ソフトウエア(自社利用分)

同左

  ② 無形固定資産

    ソフトウエア(自社利用分)

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

中間連結財務諸表提出会社

及び国内連結子会社は、債権

の貸倒れによる損失に備える

ため、連結会社間の債権・債

務を相殺消去した後の金額を

基礎として、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

(3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社は、債権の貸

倒れによる損失に備えるた

め、連結会社間の債権・債務

を相殺消去した後の金額を基

礎として、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

  ② 賞与引当金

中間連結財務諸表提出会社

及び国内連結子会社は、従業

員に対する賞与の支出に備え

るため、支給見込額に基づき

計上しております。

  ② 賞与引当金

同左

  ② 賞与引当金

連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社は、従業員に

対する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額に基づき計上

しております。
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前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

  ③ 退職給付引当金

中間連結財務諸表提出会社

及び国内連結子会社は、従業

員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退

職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。

数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理しております。

  ③ 退職給付引当金

同左

  ③ 退職給付引当金

連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給

付債務および年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。

数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理しております。

―――――――   ④ 役員退職慰労引当金

一部の国内連結子会社は、

役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上し

ております。

  ④ 役員退職慰労引当金

一部の国内連結子会社は、

役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上してお

ります。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債

は、各社中間決算日の直物為替

相場により、また収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

同左

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社の資産及び負債は、

各社決算日の直物為替相場によ

り、また収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持

分に含めております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・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によ

っております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式を採用し

ております。

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の会計処理方法

同左

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

   消費税等の会計処理方法

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

手許資金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左
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(表示方法の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

（中間連結貸借対照表関係） 

「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「のれ

ん」として表示しております。

―――――――

（中間連結損益計算書関係） 

「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」として表示しております。

―――――――

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」として表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入に

よる収入」および「短期借入金の返済による支出」

は、前中間連結会計期間において総額表示しておりま

したが、期間が短く、かつ回転が速い項目であるた

め、当中間連結会計期間より「短期借入金の純増減

額」として純額表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間の「短期借入による収

入」は3,320,012千円、「短期借入金の返済による支

出」は△2,934,163千円であります。
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(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

214,403千円 231,525千円 224,761千円

２ 受取手形割引高

499,175千円

２ 受取手形割引高

200,939千円

２ 受取手形割引高

300,664千円

 

  受取手形裏書譲渡高

21,655千円
 

 

  受取手形裏書譲渡高

4,727千円

  債権流動化に伴う遡及義務

110,597千円

 

 

  受取手形裏書譲渡高

20,412千円

  

※３   ――――――

 
 

※３ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しております。

なお、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日のため、以下

の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に

含まれております。

受取手形 253,080千円

支払手形 70,398千円

裏書譲渡手形 472千円

※３   ――――――

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１   ――――――― ※１   ――――――― 

 

※１ 固定資産売却益の内訳

車両運搬具 3,131千円

※２ 連結子会社における過年度売

上原価等の修正額であります。

※２   ――――――― ※２ 連結子会社における過年度売

上原価等の修正額であります。

※３ 固定資産除却損の内訳

器具及び備品 20千円

※３ 固定資産除却損の内訳

器具及び備品 587千円

※３ 固定資産除却損の内訳

器具及び備品 241千円
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 
(変動事由の概要)  

減少8,000株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。 

  

 
  

     該当事項はありません。 

  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 16,320,828 ― ― 16,320,828

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 157,244 ― 8,000 149,244

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年５月24日 
定時株主総会

普通株式 646,543 40.00 平成19年２月28日 平成19年５月25日

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの
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当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

 
  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の市場買付けによる増加       254,600株 

 単元未満株式の買取りによる増加         199株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの権利行使による減少    7,500株 

  

 
  

     該当事項はありません。 

  

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 16,320,828 ― ― 16,320,828

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 767,044 254,799 7,500 1,014,343

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
定時株主総会

普通株式 622,151 40.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の市場買付けによる増加            617,800株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの権利行使による減少     8,000株 

  

 
  

 
  

  

  

  

 
  

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 16,320,828 ― ― 16,320,828

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 157,244 617,800 8,000 767,044

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年５月24日 
定時株主総会

普通株式 646,543 40.00 平成19年２月28日 平成19年５月25日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 622,151 40.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び 
預金勘定

4,562,179千円

預入れ期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△312,677千円

現金及び 
現金同等物

4,249,502千円

  

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

6,060,270千円

預入れ期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

△150,000千円

現金及び
現金同等物

5,910,270千円

  

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

5,374,957千円

預入れ期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△213,049千円

現金及び
現金同等物

5,161,908千円
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日)、当中間連結会計期間(自 平成

20年３月１日 至 平成20年８月31日)及び前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29

日)において、当社及び連結子会社の事業は、電子部品等販売事業の単一セグメントであるため、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。 

  

  

前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  
  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
(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・・・ 香港、シンガポール  

(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477,842千円であり、主な内容は

提出会社の経理部等管理部門に係る費用であります。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

アジア
(千円)

北米
(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

21,817,116 1,584,690 ― 23,401,807 ― 23,401,807

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,267,603 164 1,346,739 2,614,507 (2,614,507) ―

計 23,084,719 1,584,855 1,346,739 26,016,314 (2,614,507) 23,401,807

営業費用 21,116,789 1,521,992 1,149,340 23,788,123 (2,139,167) 21,648,956

営業利益 1,967,929 62,862 197,399 2,228,191 (475,340) 1,752,850
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
（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主たる内訳は次のとおりであります。 

    (1)アジア・・・ 中国、香港、フィリピン他 

    (2)ヨーロッパ・・ドイツ、イギリス他 

    (3)北米・・・・・米国、カナダ 

    (4)その他・・・・オ－ストラリア 

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。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

 
（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主たる内訳は次のとおりであります。 

    (1)アジア・・・ 中国、香港、フィリピン他 

    (2)ヨーロッパ・・ドイツ、イギリス他 

    (3)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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 
（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主たる内訳は次のとおりであります。 

    (1)アジア・・・ 中国、香港、フィリピン他 

    (2)ヨーロッパ・・ドイツ、イギリス他 

    (3)北米・・・・・米国、カナダ 

    (4)その他・・・・オ－ストラリア 

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。 

  

３ 海外売上高

アジア ヨ－ロッパ 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,718,093 1,293 1,466 100 2,720,953

Ⅱ 連結売上高(千円) 22,129,038

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(%)
12.3 0.0 0.0 0.0 12.3

アジア ヨ－ロッパ 北米 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,302,446 940 309 3,303,696

Ⅱ 連結売上高(千円) 23,401,807

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(%)
14.1 0.0 0.0 14.1

アジア ヨ－ロッパ 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,048,320 1,901 2,308 301 6,052,831

Ⅱ 連結売上高(千円) 44,150,260

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(%)
13.7 0.0 0.0 0.0 13.7
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(注) 算定上の基礎 

   １ １株当たり純資産額 

 
  

   ２ １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 1,241円65銭 １株当たり純資産額 1,312円19銭 １株当たり純資産額 1,279円19銭

１株当たり中間純利益 54円61銭 １株当たり中間純利益 74円31銭 １株当たり当期純利益 93円47銭

 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益

54円58銭
 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

93円45銭

項目
前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末 
（平成20年８月31日)

前連結会計年度末
（平成20年２月29日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額
（千円）

20,203,317 20,219,527 20,026,612

純資産の部の合計額から控除する金額

少数株主持分（千円） 123,857 134,444 130,417

普通株式に係る純資産額（千円） 20,079,459 20,085,082 19,896,194

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（株）

16,171,584 15,306,485 15,553,784

項目 前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日

至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間連結損益計算書上の中間（当期）

純利益(千円)
882,990 1,143,087 1,501,920

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益 

(千円)
882,990 1,143,087 1,501,920

普通株式の期中平均株式数（株） 16,169,917 15,381,693 16,067,809

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益

中間（当期）純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数（株） 6,532 ― 4,414

うちストックオプション（自己株式

取得方式） （株）
― ― ―

うちストックオプション（新株予約

権方式） （株）
6,532 ― 4,414

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間（当期）純利益
の算定に含まれなかった潜在株式の概
要

平成16年５月27日定時
株主総会決議及び平成
17年５月26日定時株主
総会決議ストックオプ
ション（新株予約権方
式）

普通株式 112,500株

平成15年５月29日定時
株主総会決議、平成16
年５月27日定時株主総
会決議及び平成17年５
月26日定時株主総会決
議ストックオプション
（新株予約権方式）

平成16年５月27日定時
株主総会決議及び平成
17年５月26日定時株主
総会決議ストックオプ
ション（新株予約権方
式）

普通株式 112,500株

普通株式 121,500株
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 (1) 仕入実績 

 
  

 (2) 販売実績 

 
  
  

該当事項はありません。 

  
  

リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記については、中間決算短信における開示の必

要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(仕入及び販売の状況)

品目

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

金額(千円) 割合(％) 前年同期比(％)

個別半導体 1,322,674 7.0 ＋110.7

集積回路 16,553,885 87.9 △3.4

機器機構品 513,121 2.7 ＋85.9

システム製品 222,785 1.2 △12.9

その他 223,272 1.2 ＋22.9

合計 18,835,739 100.0 ＋1.9

品目

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

金額(千円) 割合(％) 前年同期比(％)

個別半導体 1,556,946 6.6 ＋185.8

集積回路 20,588,102 88.0 ＋0.6

機器機構品 651,397 2.8 ＋51.4

システム製品 329,342 1.4 △11.5

その他 276,018 1.2 △14.9

合計 23,401,807 100.0 ＋5.8

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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（参考）最近における四半期毎の業績の推移

平成21年2月期

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 11,429 11,972

売上総利益 2,048 2,234

営業利益 806 945

経常利益 912 1,056

税金等調整前四半期純利益 907 1,055

四半期純利益 534 608

円       円       円       円       

１株当たり四半期純利益 34.64 39.74

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 － －

百万円 百万円 百万円 百万円

総資産 28,982 30,319

純資産 19,668 20,219

円       円       円       円       

１株当たり純資産 1,276.23 1,312.19

百万円 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 95 1,014

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 28 142

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 881 416

現金及び現金同等物期末残高 4,327 5,910

平成20年2月期

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 11,466 10,662 10,519 11,502

売上総利益 1,730 1,750 1,890 1,988

営業利益 712 646 824 796

経常利益 867 630 819 754

税金等調整前四半期純利益 878 633 827 418

四半期純利益 510 372 486 132

円       円       円       円       

１株当たり四半期純利益 31.56 23.05 30.08 8.78

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 31.54 23.04 30.08 8.79

百万円 百万円 百万円 百万円

総資産 27,058 26,589 26,790 29,531

純資産 19,897 20,203 20,627 20,026

円       円       円       円       

１株当たり純資産 1,222.82 1,241.65 1,267.58 1,279.19

百万円 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 854 1,593 553 272

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 125 △ 392 31 △ 30

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 636 △ 538 △ 198 352

現金及び現金同等物期末残高 3,599 4,249 4,623 5,161

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

19年3月～19年5月 19年6月～19年8月 19年9月～19年11月 19年12月～20年2月

20年12月～21年2月20年9月～20年11月20年6月～20年8月20年3月～20年5月

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
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５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 3,892,008 5,177,651 4,223,824

２ 受取手形 ※４ 2,464,241 2,687,345 2,917,644

３ 売掛金 11,693,162 10,469,281 10,896,465

４ 有価証券 ― ― 100,140

５ 商品 3,860,668 4,377,934 4,161,157

６ その他 341,967 276,290 621,863

７ 貸倒引当金 △10,300 △1,300 △1,400

流動資産合計 22,241,748 89.8 22,987,203 89.2 22,919,695 89.3

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１ 136,140 144,381 133,362

２ 無形固定資産 185,652 330,948 250,193

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 1,077,319 821,776 892,534

(2) 関係会社株式 449,865 749,368 749,368

(3) その他 710,692 760,322 758,106

(4) 貸倒引当金 △21,832 △25,889 △26,725

投資その他の 
資産合計

2,216,045 2,305,577 2,373,284

固定資産合計 2,537,838 10.2 2,780,907 10.8 2,756,839 10.7

資産合計 24,779,586 100.0 25,768,111 100.0 25,676,535 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形 ※４ 109,412 171,208 93,667

２ 買掛金 2,664,186 2,192,665 2,424,741

３ 一年以内返済予定 
  の長期借入金

667,200 1,186,524 1,099,728

４ 未払法人税等 629,701 719,471 604,700

５ 賞与引当金 176,514 191,379 120,858

６ その他 240,928 348,709 348,269

流動負債合計 4,487,942 18.1 4,809,957 18.7 4,691,964 18.3

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 554,400 1,001,646 1,060,495

２ 退職給付引当金 264,659 286,101 279,836

３ その他 626,044 632,182 630,941

固定負債合計 1,445,104 5.8 1,919,929 7.4 1,971,272 7.7

負債合計 5,933,046 23.9 6,729,887 26.1 6,663,236 26.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 4,835,050 19.5 4,835,050 18.8 4,835,050 18.8

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 4,709,910 4,709,910 4,709,910

(2) その他資本剰余金 16,287 16,000 16,287

資本剰余金合計 4,726,197 19.1 4,725,910 18.3 4,726,197 18.4

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 234,500 234,500 234,500

(2) その他利益剰余金

特別償却準備金 36 ― ―

別途積立金 6,850,000 8,050,000 6,850,000

繰越利益剰余金 2,126,360 2,146,687 3,015,353

利益剰余金合計 9,210,896 37.2 10,431,187 40.5 10,099,853 39.4

４ 自己株式 △127,683 △0.5 △1,028,870 △4.0 △765,986 △3.0

株主資本合計 18,644,461 75.3 18,963,277 73.6 18,895,115 73.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 その他有価証券 
 評価差額金

202,079 0.8 74,946 0.3 118,182 0.4

評価・換算差額等 
合計

202,079 0.8 74,946 0.3 118,182 0.4

純資産合計 18,846,540 76.1 19,038,224 73.9 19,013,298 74.0

負債純資産合計 24,779,586 100.0 25,768,111 100.0 25,676,535 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 20,743,416 100.0 18,945,652 100.0 40,061,211 100.0

Ⅱ 売上原価 17,765,841 85.6 15,691,109 82.8 33,916,927 84.7

売上総利益 2,977,575 14.4 3,254,542 17.2 6,144,284 15.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,712,579 8.3 1,825,162 9.7 3,438,942 8.5

営業利益 1,264,996 6.1 1,429,380 7.5 2,705,341 6.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 151,769 0.7 233,109 1.2 256,725 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 15,208 0.0 28,972 0.1 26,753 0.1

経常利益 1,401,556 6.8 1,633,517 8.6 2,935,313 7.3

Ⅵ 特別利益 ※３ 19,174 0.0 18,030 0.1 19,174 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 20 0.0 23,369 0.1 50,851 0.1

税引前中間(当期) 
純利益

1,420,710 6.8 1,628,178 8.6 2,903,636 7.2

法人税、住民税及び 
事業税

609,668 698,720 1,209,122

法人税等調整額 △17,755 591,912 2.8 △24,026 674,693 3.6 △23,240 1,185,881 2.9

中間(当期)純利益 828,797 4.0 953,484 5.0 1,717,754 4.3
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高（千円） 4,835,050 4,709,910 17,564 4,727,474

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ―

 中間純利益 ―

 自己株式の処分 △1,276 △1,276

 特別償却準備金の取崩 ―

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

― ― △1,276 △1,276

平成19年８月31日残高（千円） 4,835,050 4,709,910 16,287 4,726,197

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 234,500 72 5,650,000 3,144,070 9,028,642 △134,527 18,456,638

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △646,543 △646,543 △646,543

 中間純利益 828,797 828,797 828,797

 自己株式の処分 ― 6,844 5,568

 特別償却準備金の取崩 △36 36 ― ―

 別途積立金の積立 1,200,000 △1,200,000 ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

― △36 1,200,000 △1,017,709 182,254 6,844 187,822

平成19年８月31日残高（千円） 234,500 36 6,850,000 2,126,360 9,210,896 △127,683 18,644,461

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券
評価差額金

平成19年２月28日残高（千円） 314,381 18,771,020

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △646,543

 中間純利益 828,797

 自己株式の処分 5,568

 特別償却準備金の取崩 ―

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△112,301 △112,301

中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

△112,301 75,520

平成19年８月31日残高（千円） 202,079 18,846,540
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当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成20年２月29日残高（千円） 4,835,050 4,709,910 16,287 4,726,197

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ―

 中間純利益 ―

 自己株式の取得 ―

 自己株式の処分 △287 △287

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

― ― △287 △287

平成20年８月31日残高（千円） 4,835,050 4,709,910 16,000 4,725,910

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益
剰余金

平成20年２月29日残高（千円） 234,500 6,850,000 3,015,353 10,099,853 △765,986 18,895,115

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △622,151 △622,151 △622,151

 中間純利益 953,484 953,484 953,484

 自己株式の取得 ― △270,408 △270,408

 自己株式の処分 ― 7,525 7,237

 別途積立金の積立 1,200,000 △1,200,000 ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

― 1,200,000 △868,666 331,333 △262,883 68,162

平成20年８月31日残高（千円） 234,500 8,050,000 2,146,687 10,431,187 △1,028,870 18,963,277

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券
評価差額金

平成20年２月29日残高（千円） 118,182 19,013,298

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △622,151

 中間純利益 953,484

 自己株式の取得 △270,408

 自己株式の処分 7,237

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△43,236 △43,236

中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

△43,236 24,926

平成20年８月31日残高（千円） 74,946 19,038,224
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高（千円） 4,835,050 4,709,910 17,564 4,727,474

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ―

 当期純利益 ―

 自己株式の取得 ―

 自己株式の処分 △1,276 △1,276

 特別償却準備金の取崩 ―

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計（千円） ― ― △1,276 △1,276

平成20年２月29日残高（千円） 4,835,050 4,709,910 16,287 4,726,197

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 234,500 72 5,650,000 3,144,070 9,028,642 △134,527 18,456,638

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △646,543 △646,543 △646,543

 当期純利益 1,717,754 1,717,754 1,717,754

 自己株式の取得 ― △638,302 △638,302

 自己株式の処分 ― 6,844 5,568

 特別償却準備金の取崩 △72 72 ― ―

 別途積立金の積立 1,200,000 △1,200,000 ― ―

 株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計（千円） ― △72 1,200,000 △128,716 1,071,211 △631,458 438,476

平成20年２月29日残高（千円） 234,500 ― 6,850,000 3,015,353 10,099,853 △765,986 18,895,115

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

平成19年２月28日残高（千円） 314,381 18,771,020

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △646,543

 当期純利益 1,717,754

 自己株式の取得 △638,302

 自己株式の処分 5,568

 特別償却準備金の取崩 ―

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△196,198 △196,198

事業年度中の変動額合計（千円） △196,198 242,277

平成20年２月29日残高（千円） 118,182 19,013,298
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

   その他有価証券

時価(市場価格等)のあるも

の

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

同左

   その他有価証券

時価(市場価格等)のあるも

の

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

同左

   その他有価証券

時価(市場価格等)のあるも

の

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)  

なお、組込デリバティブ

を区分して測定すること

ができない複合金融商品

は、複合金融商品全体を

時価評価し、評価差額を

当中間会計期間の損益に

計上しております。

同左 決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

なお、組込デリバティブ

を区分して測定すること

ができない複合金融商品

は、複合金融商品全体を

時価評価し、評価差額を

当事業年度の損益に計上

しております。

時価(市場価格等)のないも

の

時価(市場価格等)のないも

の

時価(市場価格等)のないも

の

移動平均法による原価法 

なお、投資事業組合への

出資持分については、組

合の直近の決算報告書を

基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によ

っております。

同左 同左

 (2) デリバティブ 

   時価法

 (2) デリバティブ

同左

 (2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産 

   先入先出法による原価法

 (3) たな卸資産

同左

 (3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

  （会計方針の変更）

法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以

降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しておりま

す。  

なお、これによる損益に与え

る影響は軽微であります。

定率法を採用しております。

  （追加情報）

法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号））

に伴い、平成19年３月31日以

前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によってお

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。

定率法を採用しております。

 （会計方針の変更）

法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以

降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しておりま

す。  

なお、これによる損益に与え

る影響は軽微であります。
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 (2) 無形固定資産 

   ソフトウエア

 (2) 無形固定資産 

   ソフトウエア

 (2) 無形固定資産 

   ソフトウエア

(自社利用分)：社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。

同左 同左

３ 引当金の計上基準
 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備
えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。

３ 引当金の計上基準
 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準
 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支出に

備えるため、支給見込額に基づ
き計上しております。

 (2) 賞与引当金
同左

 (2) 賞与引当金
同左

 (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末に
おいて発生していると認められ
る額を計上しております。
数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(10年)による定額法に
より、それぞれ発生の翌事業年
度から費用処理しております。

 (3) 退職給付引当金
同左

 (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当事業年度末におい
て発生していると認められる額
を計上しております。
数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(10年)による定額法に
より、それぞれ発生の翌事業年
度から費用処理しております。

４ 外貨建資産及び負債の本邦通貨
への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処
理しております。

４ 外貨建資産及び負債の本邦通貨
への換算基準

同左

４ 外貨建資産及び負債の本邦通貨
への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理し
ております。

５ リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ
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
に準じた会計処理によっておりま
す。

５ リース取引の処理方法
同左

５ リース取引の処理方法
同左

６ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しておりま

す。
なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺し、差額を流動
負債(その他)に含めて表示して
おります。

６ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理方法
同左

 

６ その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項

  消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しておりま

す。
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(5) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

171,982千円 186,588千円 180,310千円

 ２ 偶発債務

(1) 関係会社フジ・セミコンダ

ク タ ー・シ ン ガ ポ ー ル・

PTE.，LTD.の仕入債務に対す

る保証債務

 ２ 偶発債務

(1) 関係会社フジ・セミコンダ

ク タ ー・シ ン ガ ポ ー ル・

PTE.，LTD.の仕入債務に対す

る保証債務

 ２ 偶発債務

(1) 関係会社フジ・セミコンダ

ク タ ー・シ ン ガ ポ ー ル・

PTE.，LTD.の仕入債務に対す

る保証債務

3,098千円 4,765千円 1,829千円

( 26千米ドル) ( 43千米ドル) ( 17千米ドル)

(2) 関係会社クレストロニクス

㈱の仕入債務に対する保証債

務

(2) 関係会社クレストロニクス

㈱の仕入債務に対する保証債

務

(2) 関係会社クレストロニクス

㈱の仕入債務に対する保証債

務

189,743千円 220,785千円 153,451千円

(3) 関係会社神商電子部品㈱の

仕入債務に対する保証債務

(3) 関係会社神商電子部品㈱の

仕入債務に対する保証債務

129,620千円 150,627千円

( 216千米ドルを含む) ( 251千米ドルを含む)

 ３ 受取手形割引高  ３ 受取手形割引高  ３ 受取手形割引高

499,175千円 200,939千円 300,664千円

    債権流動化に伴う遡及義務 

449,269千円

※４   ―――――――

 

 

※４ 中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。なお、当中

間会計期間末日が金融機関の休

日のため、以下の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれ

ております。

受取手形 207,608千円

支払手形 51,023千円

※４   ―――――――
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 31,867千円

有価証券利息 1,694千円

受取配当金 13,001千円

為替差益 86,005千円

投資有価証券 
評価差益

618千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 11,610千円

有価証券利息 3,170千円

受取配当金 10,806千円

為替差益 184,163千円

投資有価証券
評価差益

1,842千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 53,664千円

有価証券利息 3,676千円

受取配当金 114,251千円

為替差益 53,048千円

投資有価証券  
評価差益

3,273千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 9,699千円

売上債権売却損 2,271千円

支払手数料 2,250千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 12,247千円

売上債権売却損 13,658千円

支払手数料 2,350千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 18,068千円

売上債権売却損 4,040千円

支払手数料 2,250千円

 

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券
売却益

19,174千円

 

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券
売却益

17,094千円

貸倒引当金
戻入額

936千円

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券
売却益

19,174千円

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

20千円

 (内訳)

 器具及び備品 20千円
 

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産
除却損

399千円

(内訳)

 器具及び備品 399千円

投資有価証券
売却損

22,720千円

投資有価証券
評価損

250千円

 

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

241千円

(内訳)

 器具及び備品 241千円

投資有価証券 
評価損

50,609千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 9,045千円

無形固定資産 4,744千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 10,965千円

無形固定資産 4,084千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 19,660千円

無形固定資産 9,286千円
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

  

 
(変動事由の概要)  

減少8,000株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。 

  

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の市場買付けによる増加       254,600株 

 単元未満株式の買取りによる増加         199株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの権利行使による減少    7,500株 

  

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の市場買付けによる増加       617,800株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの権利行使による減少    8,000株 

  

  

(中間株主資本等変動計算書関係)

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 157,244 ― 8,000 149,244

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 767,044 254,799 7,500 1,014,343

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 157,244 617,800 8,000 767,044

富士エレクトロニクス㈱ (9883) 平成21年２月期 中間決算短信

- 43 -




