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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 74,225 ― 2,736 ― 2,417 ― 1,322 ―
20年3月期第2四半期 78,027 △9.7 2,378 △37.3 2,119 △44.8 1,083 △53.4

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 74.73 ―
20年3月期第2四半期 61.21 ―

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 88,277 56,400 63.9 3,185.78
20年3月期 80,073 55,808 69.7 3,152.30

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  56,400百万円 20年3月期  55,808百万円

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 ― ― ― 30.00 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  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

通期 144,000 △6.6 4,000 △8.6 3,500 51.5 1,870 109.4 105.63

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、２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、２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 
 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 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  18,110,252株 20年3月期  18,110,252株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  406,415株 20年3月期  406,063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  17,704,052株 20年3月期第2四半期  17,704,329株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年後半から顕在化した米国サブプライムローン問題に
端を発した世界的な金融不安により、株式市場は大幅に下落し、為替相場も急激に変動しました。このよ
うな経済環境の中、輸出は米国や欧州向けを中心に減少、企業の設備投資は業績悪化と先行き不透明感か
ら抑制され、また個人消費も消費者心理の冷え込みにより減少傾向を見せるなど、全体としては後退局面
を迎えました。 
  
当社の属するエレクトロニクス産業におきましては、BRICs等の新興地域向けを主として、ローエンド
の携帯電話やノートブックパソコンの成長が継続したものの、個人消費の落ち込みを背景とし、デジタ
ル・スチル・カメラなどの民生機器においては生産計画の見直しが相次ぎました。通信インフラ市場にお
きましては、次世代ネットワーク投資が緩やかに回復しましたが、産業機器市場全般においては、企業業
績の見通し悪化に伴う設備投資の抑制により復調の兆しが見られませんでした。 
  
以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は74,225百万円（前年同期比4.9％減）、ネットワーク関
連商品において利益率の高いサービス商品の売上高が増加したこと、比較的低利益率である民生機器向け
半導体の売上高が減少したこと等により、売上総利益率が上昇した結果、営業利益は2,736百万円（前年
同期比15.1％増）、また経常利益は2,417百万円（前年同期比14.1％増）となり、当四半期累計期間の純
利益は1,322百万円（前年同期比22.1％増）となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 
（集積回路及び電子デバイス事業） 
当事業におきましては、ノートブックパソコン用電池パック向けアナログICが堅調に推移し、ディスク
アレイ向けASSPがストレージ市場の拡大を背景に成長いたしました。また通信インフラ市場においては次
世代ネットワーク投資の緩やかな回復を受け、一部仕入先の契約終了に伴う減少を除いて、通信用ASSPが
堅調に推移しました。民生機器分野におきましては、一眼レフカメラ市場の裾野拡大により電子デバイス
が好調に推移しましたが、一方、薄型テレビ向けPLDや液晶パネル向けカスタムICが競争の激化により減
少いたしました。産業機器分野におきましては、設備投資の抑制により総体的に低調な結果となりまし
た。これらの結果、同事業の当第２四半期累計期間の売上高は67,880百万円（前年同期比6.2％減）、営
業利益は1,453百万円（前年同期比16.7％減）となりました。 
  
（ネットワーク関連商品事業） 
当事業におきましては、金融機関の一部においてIT投資の抑制は見られたものの、官公庁や製造業を中
心としてITセキュリティ投資が堅調に推移したことにより、セキュリティアプライアンスは堅調に推移し
ました。また次世代ネットワーク投資の回復に伴い、通信用スイッチボードの需要は緩やかな復調が見ら
れました。セキュリティソフトウェアにおきましては、官公庁や大企業の導入が一巡したことにより成長
に一服感が見られたものの、中堅市場における需要は順調に推移しました。また注力しているサービスビ
ジネスは、セキュリティアプライアンスの伸張に伴い拡大しました。これらの結果、同事業の当第２四半
期累計期間の売上高は6,344百万円（前年同期比12.8％増）、営業利益は1,221百万円（前年同期比
113.1％増）となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 
（日本） 
当社の主力でありますPLDは、携帯電話基地局向け及び光通信向けに需要が回復しましたが、薄型テレ
ビ市場においては競争激化のため減少しました。アナログICはノートブックパソコン市場の拡大に伴い堅
調に推移し、また電子デバイスは好調な一眼レフカメラ市場の拡大に支えられ伸張しました。一方、カス
タムICにおいてはコンパクト・デジタル・スチル・カメラ向けが競争の激化により大きく減少し、また昨
年度において一部仕入先の契約を解除したことにより、通信用ASSPが減少いたしました。これらの結果、
当第２四半期累計期間の売上高は72,821百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は2,356百万円（前年同
期比11.1％増）となりました。 
  
（アジア） 
液晶パネルメーカー向けカスタムICのビジネスは、主要市場である台湾において競争激化が進んだこと
により減少しました。これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は11,119百万円（前年同期比12.4％
減）、営業利益は277百万円（前年同期比16.3％減）となりました。 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8,203百万円増加して、純資産は591百万円
増加し、自己資本比率は、63.9%となりました。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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キャッシュ・フローの状況に関しましては、税金等調整前四半期純利益2,180百万円及び仕入債務が増
加したこと等による増加要因があったものの、売上債権の増加及びたな卸資産の増加などの減少要因があ
り、営業活動によるキャッシュ・フローは220百万円の減少となりました。また、有形固定資産の取得及
び無形固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローは1,724百万円の減少となり、財務活
動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び短期借入金の実行により、122百万円の減少となりま
した。 
 以上の結果により、当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べて2,211百
万円減少し、9,727百万円となりました。 
  

世界的な金融危機を起因とした経済の減速により、当社グループの属するエレクトロニクス産業も厳し
い事業環境が続くものと予想され、当社業績への影響が見通し難い情況ではありますが、他の要因による
業績の変動も現時点では想定されないことから、平成20年10月23日発表の通期の業績予想に変更はありま
せん。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
  

  

 該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 

 たな卸資産の評価方法 
   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。 

  

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 
  当第２四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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

     

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棚卸資産については、従来、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、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。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は53百万円減少し、経常利益は60
百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は153百万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。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 
 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月１７日 最終改正平成 
１９年３月３０日 企業会計基準第１３号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成６年１月１８日 最終改正平成１９年３月３０日 企業会計基準適用指針
第１６号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会
計処理に変更し、リース資産として計上しております。また、リース資産の減価償却の方法は、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。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、当第２四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資産に52百万円計上されております。 
 なお、損益に与える影響は、軽微であります。 
   

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 9,863 11,426 

受取手形及び売掛金 34,606 28,477 

有価証券 12 511 

商品 26,233 22,868 

その他 5,404 5,403 

貸倒引当金 △74 △72 

流動資産合計 76,046 68,615 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,367 3,441 

機械装置及び運搬具（純額） 23 25 

土地 2,745 2,745 

その他（純額） 810 709 

有形固定資産合計 6,948 6,922 

無形固定資産 1,872 1,810 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,396 1,428 

その他 2,037 1,320 

貸倒引当金 △24 △23 

投資その他の資産合計 3,409 2,725 

固定資産合計 12,230 11,457 

資産合計 88,277 80,073 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 16,653 10,226 

短期借入金 6,342 5,827 

未払法人税等 904 345 

賞与引当金 889 566 

役員賞与引当金 3 － 

債務保証損失引当金 9 － 

その他 4,365 4,419 

流動負債合計 29,169 21,385 

固定負債 

長期借入金 25 37 

退職給付引当金 1,785 1,712 

役員退職慰労引当金 387 377 

負ののれん 306 428 

その他 202 322 

固定負債合計 2,707 2,878 

負債合計 31,876 24,264 
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（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 11,194 11,194 

資本剰余金 19,476 19,476 

利益剰余金 26,990 26,186 

自己株式 △1,089 △1,088 

株主資本合計 56,572 55,768 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △30 △35 

為替換算調整勘定 △141 76 

評価・換算差額等合計 △172 40 

純資産合計 56,400 55,808 

負債純資産合計 88,277 80,073 
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(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 74,225 

売上原価 62,394 

売上総利益 11,831 

販売費及び一般管理費 9,094 

営業利益 2,736 

営業外収益 

受取利息 47 

負ののれん償却額 122 

その他 222 

営業外収益合計 392 

営業外費用 

支払利息 75 

為替差損 446 

その他 188 

営業外費用合計 711 

経常利益 2,417 

特別利益 

投資有価証券売却益 48 

特別利益合計 48 

特別損失 

たな卸資産評価損 214 

投資有価証券評価損 23 

貸倒引当金繰入額 24 

債務保証損失引当金繰入額 9 

その他 12 

特別損失合計 285 

税金等調整前四半期純利益 2,180 

法人税、住民税及び事業税 857 

法人税等合計 857 

四半期純利益 1,322 
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(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 2,180 

減価償却費 491 

受取利息及び受取配当金 △52 

支払利息 75 

売上債権の増減額（△は増加） △6,455 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,250 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,450 

その他 131 

小計 △430 

利息及び配当金の受取額 55 

利息の支払額 △77 

法人税等の還付額 232 

営業活動によるキャッシュ・フロー △220 

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 △167 

貸付けによる支出 △1,109 

貸付金の回収による収入 901 

有形固定資産の取得による支出 △209 

無形固定資産の取得による支出 △598 

投資有価証券の取得による支出 △23 

投資有価証券の売却による収入 55 

その他 △573 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,724 

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） 420 

長期借入金の返済による支出 △12 

配当金の支払額 △530 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △122 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △143 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,211 

現金及び現金同等物の期首残高 11,938 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,727 
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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。 

  

該当事項なし 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、その他電子デバイス 

ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、サービス 

  

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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、その他電子デバイス 

ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、サービス 

３  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、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、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。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第2四半期連結累計期間の営業利益は集積回路及

び電子デバイス事業が34百万円、ネットワーク関連商品事業が18百万円それぞれ減少しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円）

ネットワーク
関連商品事業 
(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

72,401 5,626 78,027 ― 78,027

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ― ―

計 72,401 5,626 78,027 ― 78,027

  営業費用 70,656 5,053 75,710 (   60) 75,649

  営業利益 1,744 573 2,317 60 2,378

集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円）

ネットワーク
関連商品事業 
（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

67,880 6,344 74,225 ― 74,225

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 67,880 6,344 74,225 ― 74,225

  営業費用 66,426 5,122 71,549 (     60) 71,488

  営業利益 1,453 1,221 2,675 60 2,736
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(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 

      アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

  
  

 
(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 

      アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

３ 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、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、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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第2四半期連結累計期間の営業利益は日本が38百

万円、アジアが14百万円それぞれ減少しております。 

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(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

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

65,360 12,667 78,027 ― 78,027

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,710 27 11,738 (11,738) ―

計 77,071 12,694 89,765 (11,738) 78,027

  営業費用 74,950 12,363 87,313 (11,664) 75,649

  営業利益 2,120 331 2,452       (73) 2,378

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

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

63,105 11,119 74,225 ― 74,225

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

9,715 ─ 9,715 (9,715) ―

計 72,821 11,119 83,940 (9,715) 74,225

  営業費用 70,465 10,842 81,307 (9,818) 71,488

  営業利益 2,356 277 2,633 103 2,736
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(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 各区分に属する主な国又は地域 

    イ）アジア・・・中国、香港、台湾、マレーシア 

    ロ）その他・・・米国 

  

 
(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 各区分に属する主な国又は地域 

    イ）アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

    ロ）その他・・・米国 

  
  

該当事項なし 

  

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,041 251 14,292

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 78,027

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.0 0.3 18.3

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 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,140 446 13,587

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 74,225

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.7 0.6 18.3

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

「参考資料」

（要約）前中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
    平成19年９月30日)

金額(百万円)

売上高 78,027

売上原価 66,878

売上総利益 11,149

販売費及び一般管理費 8,771

営業利益 2,378

営業外収益

 受取利息 77

 受取配当金 101

 負ののれん償却額 122

 為替差益 44

 その他 79

 営業外収益合計 425

営業外費用

 支払利息 118

 その他 566

 営業外費用合計 685

経常利益 2,119

特別利益 4

特別損失 330

税金等調整前中間純利益 1,793

法人税、住民税及び事業税 728

法人税等調整額                  △18

法人税等合計 709

中間純利益 1,083
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