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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 71,471 ― 1,676 ― 1,665 ― 1,081 ―
20年3月期第2四半期 69,570 14.9 1,769 △5.3 1,669 △21.6 1,109 △19.7

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 66.87 ―
20年3月期第2四半期 68.62 ―

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 62,395 36,573 58.6 2,261.26
20年3月期 63,100 36,101 57.2 2,232.09

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  36,573百万円 20年3月期  36,101百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

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  

（注）詳細は、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。 

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 144,300 5.7 2,960 △15.8 2,970 △8.6 1,930 △10.2 119.33

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．平成20年４月24日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
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 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現則」 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2四半期  16,174,000株 20年3月期  16,174,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  156株 20年3月期  156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  16,173,844株 20年3月期第2四半期  16,173,844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２四半期における経済環境は、米国のサブプライムローン問題を発端として米国及び欧州における金融危機が

深刻化し、世界経済は大幅な下降局面に入りました。金融危機による信用収縮により住宅市場の調整、個人消費の減

少、労働市場の悪化などが顕著となり、米国経済の減速、ひいては世界同時不況に陥る可能性もあります。 

 中国においては、個人消費は堅調で景気は拡大しているものの、世界経済の停滞で輸出の伸びが鈍化し、投資にも

陰りが見え始め、不透明感が強まりました。国内においても、同様に景気減速が顕著になってきており、企業収益、

特に輸出及び生産の減少、個人消費、設備投資が弱含み、景気は停滞しています。 

 エレクトロニクス業界においては、パソコンの世界出荷台数は、低価格小型ノート型の需要が成長をけん引し、欧

州、中東、アフリカを中心にアジア、中南米を含め市場拡大が鮮明になり、２ケタ成長を達成しました。また、半導

体については、個人向け電子機器の需要拡大を背景に、パソコンや携帯電話の需要増を主因として、半導体メモリー

製品の価格の下落はあるものの、米国及び日本以外の地域での消費が増加し、売上高をけん引しました。 

 このような環境下、当社グループの業績は,主力の半導体部門はオートモーティブ、情報機器、通信機器及び家電

機器向けの売上高が増加したことにより、移動体無線及びアミューズメント向けの減少を補った結果、前年同期比

8.1％増の593億2百万円となりました。また、情報通信機器部門は主力のハードディスクドライブの売上高が減少し

たことにより、同29.5％減の57億7百万円となりました。一方、その他に区分される売上高はアミューズメント用モ

ジュールが減少したものの、液晶パネルの売上高が増加したことにより、同2.5％減の64億61百万円となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比2.7％増の714億71百万円となりました。 

 利益面では、半導体市況の価格下落や価格競争等の厳しいビジネス環境が続く中、高付加価値半導体やモジュール

ビジネスの伸長に加え低利益率の一部の半導体及び情報通信機器の売上減少により、売上総利益率は前年同期比1.0

ポイント増の10.0％となり、売上総利益は前年同期比13.9％増の71億46百万円となりました。営業利益は、主に海外

子会社の事業買収による人員増とのれんの償却などを主因として販売費及び一般管理費が増加したため、同5.3％減

の16億76百万円、経常利益は同0.2％減の16億65百万円、四半期純利益は同2.5％減の10億81百万円となりました。 

    

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期末における総資産は623億95百万円となり、前連結会計年度末比７億５百万円の減少となりました。

主な要因は、現金及び預金の減少額14億65百万円によるものであります。 

  なお、純資産は365億73百万円となり、前連結会計年度末比４億71百万円の増加となりました。主な要因は、利益

剰余金が８億42百万円増加したことによるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は16億95百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億65百

万円の減少となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は１億73百万円の収入となりました。

主な要因は、税金等調整前四半期純利益17億18百万円、売上債権の増加27億64百万円、未収消費税等の減少３億６百

万円、法人税等の支払額２億97百万円であります。 

 当第２四半期連結累計期間における「 投資活動によるキャッシュ・フロー」は47百万円の支出となりました。主

な要因は、有形固定資産の取得による支出１億１百万円、無形固定資産の取得による支出17百万円、投資有価証券の

売却による収入90百万円によるものであります。 

 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」は14億57百万円の支出となりまし

た。主な要因は、短期借入金の返済額11億92百万円及び配当金の支払額２億42百万円によるものです。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

  ＜当期の見通し＞ 

   米国サブプライム問題に端を発した金融不安が米国の実体経済にまで悪影響を及ぼし始め世界経済全体も景気減速

が鮮明になり、短期間で回復する状況ではないものと予想しております。半導体市場においても当社主力分野であ

るデジタル家電、通信、アミューズメント、オート分野での市況悪化は避けられない状況と判断しております。か

かる事業環境を基に、当社業績を平成20年４月24日に公表いたしました通期業績見通しを次のとおり修正いたしま

した。 

  

 （連結業績見通し） 

    売上高    144,300百万円   （前期比   5.7%増） 

    営業利益    2,960百万円   （前期比  15.8%減） 

    経常利益    2,970百万円   （前期比   8.6%減） 

    当期純利益   1,930百万円   （前期比  10.2%減） 

  

 （個別業績見通し） 

    売上高    117,000百万円   （前期比   3.9%減） 

    営業利益    2,460百万円   （前期比   1.0%増） 

    経常利益    2,260百万円   （前期比  24.7%増） 

  当期純利益   1,360百万円   （前期比  52.9%増） 

  

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

  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する方法により算定し

ております。 

  

（追加情報） 

棚卸資産の評価方法 

 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出しておりましたが、当第２四半期連結会計期間末は社内規程（年２回実施）

により実地棚卸を行い、連結会計年度末と同様の手続による評価方法としております。なお、この変更による影

響額はありません。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

 （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）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．連結の範囲 

  TOMEN ELECTRONICS TAIWAN CORP.は現在清算手続き中であり、重要性が著しく低下したため、当第１四半期連

結会計期間より連結の範囲から除外しております。なお、当該子会社は特定子会社には該当しません。 

  



３．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、四半期連結財務諸表提出会社、株式会社ピーピーエル

は移動平均法による原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「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

額について収益性の低下に基づく簿価の切り下げ方法）により算定しております。これにより、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が、それぞれ２億20百万円減少し

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。 

  

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 

  当連結会計年度より、「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、当第２四半

期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ68百万円、四半期純利益が73

百万円減少しております。なお、セグメント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 1,695 3,161

受取手形及び売掛金 37,346 35,159

商品 15,043 15,497

繰延税金資産 747 550

その他 739 1,621

貸倒引当金 △140 △41

流動資産合計 55,431 55,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 355 328

工具、器具及び備品（純額） 91 85

その他（純額） 5 6

有形固定資産合計 452 420

無形固定資産   

のれん 1,075 1,287

その他 161 228

無形固定資産合計 1,236 1,515

投資その他の資産   

投資有価証券 3,574 3,459

繰延税金資産 644 699

その他 1,065 1,080

貸倒引当金 △9 △24

投資その他の資産合計 5,274 5,215

固定資産合計 6,963 7,151

資産合計 62,395 63,100

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,118 13,594

短期借入金 7,984 9,422

未払法人税等 813 341

繰延税金負債 3 －

賞与引当金 508 414

その他 1,838 1,734

流動負債合計 24,266 25,507

固定負債   

退職給付引当金 1,544 1,403

役員退職慰労引当金 － 38

その他 11 49

固定負債合計 1,555 1,492

負債合計 25,821 26,999



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,251 5,251

資本剰余金 4,767 4,767

利益剰余金 26,877 26,035

自己株式 △0 △0

株主資本合計 36,896 36,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 12

為替換算調整勘定 △332 35

評価・換算差額等合計 △322 47

純資産合計 36,573 36,101

負債純資産合計 62,395 63,100



（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 71,471

売上原価 64,325

売上総利益 7,146

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 99

給料 1,844

賞与引当金繰入額 508

退職給付費用 241

賃借料 542

その他 2,233

販売費及び一般管理費合計 5,469

営業利益 1,676

営業外収益  

受取利息 20

持分法による投資利益 188

その他 25

営業外収益合計 234

営業外費用  

支払利息 92

為替差損 131

その他 21

営業外費用合計 245

経常利益 1,665

特別利益  

投資有価証券売却益 69

特別利益合計 69

特別損失  

固定資産除却損 2

ゴルフ会員権評価損 14

特別損失合計 16

税金等調整前四半期純利益 1,718

法人税、住民税及び事業税 777

法人税等調整額 △140

法人税等合計 636

四半期純利益 1,081



（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 1,718

減価償却費 143

のれん償却額 123

退職給付引当金の増減額（△は減少） 140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38

賞与引当金の増減額（△は減少） 94

貸倒引当金の増減額（△は減少） 84

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 92

持分法による投資損益（△は益） △188

投資有価証券売却損益（△は益） △69

固定資産除却損 2

ゴルフ会員権評価損 14

売上債権の増減額（△は増加） △2,764

たな卸資産の増減額（△は増加） 81

仕入債務の増減額（△は減少） 99

未収消費税等の増減額（△は増加） 306

その他 591

小計 410

利息及び配当金の受取額 76

利息の支払額 △93

法人税等の支払額 △297

法人税等の還付額 77

営業活動によるキャッシュ・フロー 173

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 △101

無形固定資産の取得による支出 △17

投資有価証券の売却による収入 90

その他 △18

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  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,192

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22

配当金の支払額 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 △120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,451

現金及び現金同等物の期首残高 3,161

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △14

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,695



 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２四半期連結累計期間において当社及び連結子会社は、電子部品・機器の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。 

  

   

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） 

（注）１．国または地域は、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国または地域の内訳は次のとおりであります。 

       (1)アジア……香港、シンガポール、中国、タイ 

         (2)北米………米国 

      ３．会計方針の変更  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「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。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業

利益が日本で２億20百万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） 

 当連結会計年度より「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18号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、当第２四半期

連結累計期間の営業利益がアジアで68百万円減少しております。 

  

  
日本 

（百万円） 
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 44,429  26,904  137  71,471  －  71,471 

  (2)セグメント間の内部売上高 14,078  229  2  14,310  (14,310)  － 

計 58,507  27,133  140  85,781  (14,310)  71,471 

営業費用 56,995  26,960  170  84,126  (14,331)  69,795 

営業利益（又は営業損失） 1,512  173  (30)  1,655  21  1,676 



      

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） 

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

    (1)アジア……香港、中国、シンガポール、マレーシア他 

    (2)北米………米国、カナダ 

    (3)その他……チェコ、イスラエル他 

   ３．海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上

高であります。 

  

  

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,412    859  53  31,325 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       71,471 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 42.5 1.2  0.1  43.8 

 （６）品目別販売実績 

  

         

品目 

当連結第２四半期 
（自 平成20年４月１日 

    至 平成20年９月30日） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

半導体 59,302  83.0 

情報通信機器及び応用システム 5,707  8.0 

その他 6,461  9.0 

合計 71,471  100.0 

（７）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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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  69,570  100.0

Ⅱ 売上原価  63,298  91.0

売上総利益  6,271  9.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,502  6.5

営業利益  1,769  2.5

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息  24

２．受取配当金  0

４．持分法による投資利益  260

５．その他  35  320  0.5

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息  75

２．為替差損  293

３．売上割引  21

４．その他  31  421  0.6

経常利益  1,669  2.4

Ⅵ 特別利益 

１．前期損益修正益 17 

２．貸倒引当金戻入益  15 33 0.1

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産除却損  0

２．投資有価証券評価損  109

３．その他  8  118  0.2

税金等調整前中間純利益  1,583  2.3

法人税、住民税及び事業
税 

 540

法人税等調整額  △66  473  0.7

中間純利益  1,109  1.6

        



（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  1,583

減価償却費  65

のれん償却費  11

持分法による投資利益  △260

固定資産除却損  0

投資有価証券評価損  109

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

 42

賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

 54

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

 △0

受取利息及び受取配当金  △24

支払利息  75

売上債権の増減額 
（増加：△） 

 △1,526

棚卸資産の増減額 
（増加：△） 

 744

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

 △453

未収消費税等の増減額 
（増加：△） 

 △30

未払消費税等の増減額 
（減少：△） 

 31

その他  248

小計  670

利息及び配当金の受取額  72

利息の支払額  △78

法人税等の支払額  △530

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 134



  

  
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） 

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 

 △35

有形固定資産の売却によ
る収入 

 1

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △21

その他  △42

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △98

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 
（減少：△） 

 △162

ファイナンスリース債務
の返済 

 △39

配当金の支払額  △242

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △444

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 71

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

 △337

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 2,734

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 2,397

    



（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において、当社及び連結子会社は、電子部品・機器の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。 

  

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） 

 （注）１．国または地域は、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国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ 

(2）北米………米国 

  

  
日本 

（百万円） 
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  49,349  19,926  294  69,570  －  69,570

(2）セグメント間の内部売上

高 
 15,107  108  5  15,221 (15,221)  －

計  64,457  20,034  300  84,791 (15,221)  69,570

営業費用  63,258  19,506  315  83,081 (15,280)  67,800

営業利益（又は営業損失）  1,198  527 (15)  1,710  59  1,769

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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……香港、シンガポール、中国他 

(2）北米………米国 

(3）その他……イスラエル 

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり

ます。 

  

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  25,539  2,057  29  27,626

Ⅱ 連結売上高（百万円）        69,570

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 36.7  3.0  0.0  39.7

 （４）品目別販売実績 

品目 

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） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

半導体 54,841  78.8 

情報通信機器及び応用システム 8,099  11.7 

その他 6,629  9.5 

合計 69,570  100.0 



（参考） 近における四半期毎の業績の推移 

          

平成21年３月期（個別）         

          

  
第１四半期 第２四半期  第３四半期  第４四半期 

20年４月～ 

20年６月 

20年７月～ 

20年９月 

 20年10月～ 

  20年12月 

 21年１月～ 

  21年３月 

売上高（百万円） 24,450 32,421    

売上総利益（百万円） 2,508 3,251    

営業利益（百万円） 467 986    

経常利益（百万円） 527 826    

税金等調整前当期純利益（百万円） 536 873    

当期純利益（百万円） 315 511    

１株当たり当期純利益（円） 19.54 31.61    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円） － －    

総資産（百万円） 45,258 46,903    

純資産（百万円） 28,022 28,521    

１株当たり純資産（円） 1,732.56 1,763.46    

          

          

平成20年３月期（個別）         

          

  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

19年４月～ 

19年６月 

19年７月～ 

19年９月 

19年10月～ 

19年12月 

20年１月～ 

20年３月 

売上高（百万円） 27,935 34,819 29,631 29,310

売上総利益（百万円） 2,564 2,649 2,667 2,650

営業利益（百万円） 517 674 588 654

経常利益（百万円） 538 352 516 404

税金等調整前当期純利益（百万円） 551 235 485 325

当期純利益（百万円） 343 83 273 188

１株当たり当期純利益（円） 21.22 5.18 16.93 11.64

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円） － － － － 

総資産（百万円） 52,448 48,317 49,023 45,881

純資産（百万円） 27,652 27,729 27,761 27,947

１株当たり純資産（円） 1,709.70 1,714.45 1,716.44 1,727.95
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