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1. � �平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 83,439 ― 1,612 ― 1,487 ― 859 ―
20年3月期第2四半期 83,717 10.2 1,872 11.2 1,743 7.0 1,047 8.7

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2四半期 126.31 ―
20年3月期第2四半期 153.99 ―

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2四半期 45,039 15,089 33.5 2,218.48
20年3月期 47,188 14,435 30.6 2,122.19

（参考） �自己資本 � � 21年3月期第2四半期 � �15,089百万円 20年3月期 � �14,435百万円

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 ― 0.00 ― 35.00 35.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 � �有   

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 156,000 △10.7 2,730 △24.9 2,530 △28.4 1,470 △30.0 216.12

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．上記の業績予想につきましては、平成20年４月24日に公表しました内容から修正しております。 
２．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って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予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想の
具体的修正内容は、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。 
３．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。  

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2四半期 � 6,802,000株 20年3月期 � 6,802,000株
② �期末自己株式数 21年3月期第2四半期 � 80株 20年3月期 � 80株
③ �期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 � 6,801,920株 20年3月期第2四半期 � 6,801,920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２四半期連結累計期間の経済環境は、サブプライムローン問題を起因とした金融不安が世界経済に波及し、実

体経済の減速が懸念される状況になってまいりました。国内経済におきましても、生産調整や設備投資抑制の動きが

見られるなど、景気の先行きに対する不透明感が拡大してまいりました。

　デジタル家電業界におきましても、薄型テレビを中心に市場は拡大続けているものの、牽引すべき次なる大型アプ

リケーションも出現せず、原油、食料品価格の上昇などから購買意欲が減退し市場拡大には力強さに欠けるところと

なりました。一方、国内の携帯電話市場においては、販売方式の変更により端末機買い替え需要は前年同期比で大幅

な落ち込みとなりました。こうした厳しい状況の下、当社グループは、半導体商社を取り巻く環境が益々厳しくなる

こと認識し、顧客からのニーズにスピードをもった対応あるいは新しい提案を積極的に行ってまいりました。

当第２四半期連結累計期間における業績は、メモリー半導体については、ＦＬＡＳＨが価格下落の波を受けつつも、

海外での積極果敢な販売活動により、前年同期比で大幅に伸張いたしました。しかしながら、ＤＲＡＭの供給過剰に

よる大幅な価格下落と、前述の端末機販売不振によりＭＣＰ需要が落ち込んだため、メモリー半導体全体では前年同

期比14.6％減となりました。システムＬＳＩは、ＣＭＯＳイメージセンサーが競争激化により減少しましたが、ＤＤ

Ｉ（ディスプレイ・ドライバーIＣ）が中小型液晶テレビ向けに需要が大幅に伸びた他、ＳＯＣもＤＳＣ（デジタルス

チルカメラ）への需要が堅調であったため、システムＬＳＩ全体では前年同期比6.4％増となりました。この結果、半

導体全体の売上高は前年同期比9.7％減となりました。一方、液晶デバイスは、商業用ディスプレイの需要が伸張し、

またアミューズメントでの採用が増えたため、前年同期比41.1％増と大幅な伸びを示しました。その他は、主にＨＤ

Ｄ（ハードディスクドライブ）が競争激化と価格下落により、前年同期比34.9％減となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高834億39百万円、営業利益16億12百万円、

経常利益14億87百万円、四半期純利益8億59百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、450億39百万円（前連結会計年度末比4.6％減）となりました。これは主

に前渡金が減少したことによるものです。一方、負債は299億49百万円（前連結会計年度末比8.6％減）となりました。

これは主に買掛金が減少したことによるものです。純資産は150億89百万円（前連結会計年度末比4.5％増）となりま

した。これは四半期純利益の計上が主な増加要因であります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローが増加したものの営業キャッシュ・フロー

は減少したため、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）が、前連結会計年度末に比べ２億23百万円減少し６

億57百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、６億20百万円（前年同期は11億72百万円の取

得）となりました。これは主に買掛金の減少36億41百万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）

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、12百万円（前年同期は28百万円の取得）とな

りました。これは、主に事務所敷金の増加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）

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、４億７百万円（前年同期は９億38百万円の使

用）となりました。これは短期借入金の増加６億44百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績見通しにつきましては、海外経済の減速が明確化する中で、更に停滞を続ける可能性が高く、国内民間

需要も、企業収益や家計の実質所得の減少を背景に、当面弱めに推移するとみております。

　また、デジタル家電業界におきましても、次世代ＤＶＤ規格の決着が着いたものの、半導体業界を牽引する新規の

大型アプリケーションの出現が切望されている状況下、クリスマス・年末年始商戦も、消費の冷え込みが当分続くと

予想されることから期待薄であります。

　ＤＲＡＭやＦＬＡＳＨのメモリー半導体につきましては、上述の市況予想から、多くのメモリーメーカーが減産を

余儀無く強いられておりますが、供給過剰感は拭えず、価格は当分軟調に推移すると見込んでおります。

　当社グループは、上述の環境を踏まえ、より一層の営業努力を致しますが、通期の業績見通しは、売上高1,560億円

（当初計画比8.2％減）、営業利益27億30百万円（当初計画比5.9％減）、経常利益25億30百万円（当初計画比8.0％減）、

当期純利益14億70百万円（当初計画比9.3％減）と当初計画を下回る見込みであります。

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

たな卸資産の評価方法

　当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に

係る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、たな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正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行なっております。

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

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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．　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

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法を採用しておりました

が、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、移動平均法による原価法（貸借対照表価格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。

　この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は、それぞれ２億21百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。

３．計上区分の変更

　第１四半期連結会計期間より、経営成績をより適正に把握するため事業損益計算の枠組みを見直しいたし

ました。その結果、売上高に対応する原価の把握を適切に行なうため、従来販売費及び一般管理費に含めて

計上していた荷造運賃等を、第１四半期連結会計期間より売上原価として計上する方法に変更しておりま

す。

　この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の売上原価は１億38百万円

増加し、売上総利益及び販売費及び一般管理費は同額減少しておりますが、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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 657 881

受取手形及び売掛金 27,574 28,271

商品 14,212 14,269

その他 2,010 3,176

流動資産合計 44,456 46,598

固定資産   

有形固定資産 79 85

無形固定資産 4 5

投資その他の資産 498 497

固定資産合計 583 589

資産合計 45,039 47,188

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,297 5,940

短期借入金 18,981 18,130

未払法人税等 632 694

引当金 117 103

未払金 7,617 7,595

その他 74 77

流動負債合計 29,722 32,542

固定負債   

引当金 227 210

固定負債合計 227 210

負債合計 29,949 32,753

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,054 2,054

資本剰余金 1,984 1,984

利益剰余金 11,021 10,399

自己株式 △0 △0

株主資本合計 15,059 14,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △45 △46

繰延ヘッジ損益 60 25

為替換算調整勘定 16 18

評価・換算差額等合計 30 △2

純資産合計 15,089 14,435

負債純資産合計 45,039 47,188



（２）四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 83,439

売上原価 80,823

売上総利益 2,616

販売費及び一般管理費 1,003

営業利益 1,612

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

仕入割引 256

その他 2

営業外収益合計 262

営業外費用  

支払利息 136

債権売却損 153

支払手数料 3

為替差損 73

その他 21

営業外費用合計 388

経常利益 1,487

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 11

特別損失合計 11

税金等調整前四半期純利益 1,475

法人税等 616

四半期純利益 859



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 1,475

減価償却費 8

賞与引当金の増減額（△は減少） 14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 136

為替差損益（△は益） 202

売上債権の増減額（△は増加） 695

たな卸資産の増減額（△は増加） 56

前渡金の増減額（△は増加） 870

仕入債務の増減額（△は減少） △3,641

未払金の増減額（△は減少） 21

その他 384

小計 237

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △136

法人税等の支払額 △724

営業活動によるキャッシュ・フロー △620

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 △1

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △12

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） 644

配当金の支払額 △237

財務活動によるキャッシュ・フロー 407

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △223

現金及び現金同等物の期首残高 881

現金及び現金同等物の四半期末残高 657



（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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至平成20年９月30日）において、当社グループの事業は、

半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、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。

　

ｂ．所在地別セグメント情報

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年9月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益

　　売上高

　　（１）外部顧客に対する売上高 68,960 14,479 83,439 － 83,439

　　（２）セグメント間の内部売上高 1,442 258 1,700 (1,700) －

計 70,402 14,737 85,140 (1,700) 83,439

　　営業利益 1,112 499 1,612 － 1,612

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　　アジア・・・・中国、ホンコン、シンガポール

　　　３．会計方針の変更

　「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」４．(３)２に記載のとおり、

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法を採用しておりましたが、

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、移動平均法による原価法（貸借対照表価格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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「日

本」の営業利益は２億21百万円減少しております。

ｃ．海外売上高

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 29,488 431 29,919

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 83,439

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 35.4 0.5 35.9

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・・中国、ホンコン、シンガポール

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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期にかかる財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  83,717 100.0

Ⅱ　売上原価  80,675 96.4

売上総利益  3,042 3.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,169 1.4

営業利益  1,872 2.2

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 0   

２．受取配当金 2   

３．仕入割引 265   

４．その他 4 273 0.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 169   

２．債権売却損 177   

３．為替差損 7   

４．その他 47 401 0.4

経常利益  1,743 2.1

税金等調整前中間純利益  1,743 2.1

法人税、住民税及び事業税 731   

法人税等調整額 △34 696 0.8

中間純利益  1,047 1.3

    

－ 1 －



（２）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４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,743

減価償却費 9

賞与引当金の増加額 3

役員賞与引当金の減少額 △23

退職給付引当金の増加額 8

役員退職慰労引当金の増加額 3

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 169

売上債権の増加額 △1,557

たな卸資産の増加額 △143

買掛金の減少額 △318

未払金の増加額 1,871

その他 327

小計 2,091

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △169

法人税等の支払額 △752

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,172

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 △1

無形固定資産の取得による支出 △2

その他 32

投資活動によるキャッシュ・フロー 28

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 △734

配当金の支払額 △203

財務活動によるキャッシュ・フロー △938

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 262

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 784

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,047

  

－ 2 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）において、当社グループの事業は、

半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、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。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益

　　売上高      

　　(1）外部顧客に対する売上高 71,416 12,301 83,717 － 83,717

　　(2）セグメント間の内部売上高 1,389 341 1,730 (1,730) －

計 72,805 12,642 85,448 (1,730) 83,717

営業費用 71,493 12,083 83,576 (1,730) 81,845

営業利益 1,312 559 1,872 － 1,872

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　　アジア・・・・中国、ホンコン、シンガポール

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 19,431 675 20,107

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 83,717

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 0.8 24.0

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

　　　２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・・中国、ホンコン、シンガポール

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。

 

（４）品目別販売実績(連結)

 

品目別　

前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日）

　

増減率

（％）

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）

金額(百万円)
構成比

（％）
金額(百万円)

構成比

（％）
金額(百万円)

構成比

（％）

  メモリー 45,873 54.8 39,169 46.9 △14.6 87,764 50.2

  システムＬＳＩ 13,973 16.7 14,863 17.8 6.4 30,705 17.6

 半導体小計 59,846 71.5 54,032 64.7 △9.7 118,470 67.8

 液晶デバイス 18,248 21.8 25,748 30.9 41.1 43,944 25.2

 その他 5,623 6.7 3,657 4.4 △34.9 12,200 7.0

合計 83,717 100.0 83,439 100.0 △0.3 174,614 100.0

－ 3 －
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