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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 41,710 ― 529 ― 482 ― 218 ―
20年3月期第2四半期 43,752 1.6 698 △36.5 665 △38.3 296 △50.4

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 7.01 ―
20年3月期第2四半期 9.37 8.52

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 41,964 13,957 33.3 449.77
20年3月期 43,000 14,126 32.9 452.88

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,957百万円 20年3月期  14,126百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

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 85,000 △4.5 1,240 16.6 1,060 9.1 450 12.9 14.44

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、５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、５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） 

１．通期の業績予想につきましては、平成20年５月９日に発表いたしました予想から修正しております。詳細につきましては、４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及び平成20年10月23日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。なお、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本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。 
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。  

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  31,935,458株 20年3月期  31,935,458株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  903,412株 20年3月期  742,256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  31,154,267株 20年3月期第2四半期  31,681,328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におけるわが国経済は、米国に端を発する国際的な金融市場の混乱の影響と資源価格

の高騰などが続いたことにより、景気は減速感が強まってまいりました。 

 エレクトロニクス業界では、デジタル家電など国際的な需要拡大に牽引されましたが、製品間の競争激化によ

り、半導体、電子部品に対する価格圧力は益々強まっております。情報サービス業界においても企業の情報関連な

ど需要は底堅く推移いたしましたが、新規投資の先送りや減少など抑制傾向も現れつつあり、事業環境は厳しさを

増しています。 

 このような情勢の下で、平成22年３月期を 終年度とする３カ年中期経営計画を推進し、当社及び連結子会社

（以下当社グループ）が持つそれぞれの機能の融合と、グループ間及び部門間相互の連携により、積極的な営業活

動を展開いたしました。海外取引の推進、FA-ITソリューションの強化やＩＴ部門の事業基盤拡大による新分野へ

の進出を促進するとともに、事務の効率化など経営全般の合理化に努めました。製造部門では、品質向上・生産性

向上・コストダウンとともに、高付加価値品の受注拡大に注力いたしました。 

 以上の結果、売上高は商事部門とＩＴ部門は前年同期比減収、利益もエレクトロニクス製品全般にわたる厳しい

価格競争や、為替、銅地金の影響、及びITソリューション関連の低迷などもあり前年同期比減益でした。また、製

造部門の受注は改善いたしましたが、利益は伸び悩みました。当第２四半期連結累計期間の売上高は417億１千万

円、前年同期に比べて4.7％の減収、営業利益は５億２千９百万円、前年同期に比べて24.1％の減益、経常利益は

４億８千２百万円、前年同期に比べて27.5％の減益、四半期純利益は２億１千８百万円、前年同期に比べて26.4％

の減益という成績になりました。 

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。 

（商事部門） 

①半導体事業 

 半導体事業では、主要顧客の技術部門に対するオンサイト・サポート（密着支援）体制の充実化とともに、海

外子会社と連携をとりながら、アジア地区の日系企業に対するデザインイン活動の強化に努めております。 

 デジタルAV関連の価格下落の影響が続く中で、マイコン、ASICは、デジタルTV向け、自動車関連向けが順調に

推移いたしました。第２四半期に高機能品への需要の高まりによる白物家電向けも堅調となりましたが、電源、

産業機器用向けは低調に推移いたしました。また、パワーデバイスは国内用エアコンが堅調に推移いたしました

が、第２四半期にエレベータ並びに産業機器向けが低調となりました。レーザーダイオードはパソコン用DVDレ

コーダ向けが伸び悩み、アミューズメント向け液晶も低調に推移いたしました。 

②電子デバイス事業 

 電子デバイス事業は、監視用並びに工業用液晶モニタ及び携帯型音楽プレイヤー向け希土類マグネットが堅調

に推移いたしました。第２四半期にEMS事業のデジタルカメラ等電池保護モジュール基板が伸び悩み、その他各

種産業及び民生用向け電子部品も低調に推移いたしました。 

③電子材料事業 

 電子材料事業は、第２四半期に銅地金下落の影響がある中で、コネクター市場向け高機能材は堅調に推移いた

しましたが、一般材料は低調となりました。一方半導体リードフレームなどの金属材料は堅調に推移いたしまし

た。 

④FAシステム事業 

 FAシステム事業は、放電加工機が順調に推移いたしましたが、工作機械用NC装置、半導体製造装置向け配電制

御機器、FA-ITソリューションは低調に推移いたしました。また、ハードディスク製造装置、液晶製造装置向け

サーボ、シーケンサなどのFAシステム機器も低調となりました。 

⑤その他 

 北海道と西日本地区を拠点とする協栄マリンテクノロジ株式会社が行う救命いかだの整備サービス事業は、順

調に推移いたしました。 

 この結果、商事部門の売上高は341億９千万円（前年同期比6.7％減）、営業利益は10億２千９百万円（前年同期

比21.6％減）となりました。 



（ＩＴ部門） 

①ビジネスソリューション事業 

 ビジネスソリューション事業は、新規投資の先送りや減少など抑制傾向もあり、事業環境の厳しさが増してい

る中で、ビジネスシステム関係は、金融系業務関連が順調に推移いたしました。第２四半期に電力系業務関連も

好調となりましたが、ソリューション関係が建設業向け積算・見積業務パッケージソフト並びに流通業及び運輸

業、製造業向けシステムなどが低迷いたしましたので、全体としては低調に推移いたしました。 

②エンベデッドシステム事業 

 エンベデッドシステム事業は、社内関連部門との連携並びに技術力強化による新規顧客・新規事業の開拓に注

力いたしました。エンベデッドシステム系（特定機能を実現するための組込みシステム）では、第２四半期に専

用ボードシステムが伸長いたしましたが、専用装置システムは伸び悩みました。カーナビ関連は順調でした

が、 携帯電話及び装置制御を中心としたFAシステム系はやや低調な推移となりました。 

③IC設計事業 

 IC設計事業では、当社が得意とするアナログ技術の重要性が高まっており、進化するデジタルLSIの分野でも

高度なアナログ技術が必須となっております。 

 CMOSアナログ、マイコン技術など専門技術力の更なる強化を進めるとともにアナログ技術の強みをベースとし

て、特に新規開発分野での受注の拡大に注力、全体として順調に推移いたしました。 

 この結果、ＩＴ部門の売上高は36億７百万円（前年同期比8.3％減）、営業利益は４億５千２百万円（前年同期

比11.3％減）となりました。 

（製造部門） 

プリント配線板事業 

 プリント配線板事業は、高密度化が進むとともに価格競争が激化し、同時に納期短縮や環境対応への要求も高

まっております。福島協栄株式会社との連携を深めながらこれらに対応するとともに、高付加価値品の受注拡大

に努めてまいりました。 

 受注面では、デジタル機器用ビルドアップ基板が伸長し、携帯電話用モジュール基板、ビルドアップ基板の超

短納期試作品は堅調に推移いたしました。車載向けなど一般多層基板も堅調でしたが、両面基板は低調に推移い

たしました。全体として受注は改善いたしましたが、損益面では、材料費の値上げ等もありましたため、なお厳

しい状況が続いております。 

 この結果、製造部門の売上高は39億６千３百万円（前年同期比19.9％増）、営業損失が２億３千８百万円（前年

同期営業損失３億５千８百万円）となりました。 

なお、文中の前年同期増減率及び前年同期の金額は参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて10億３千５百万円減少し、419億６千４百

万円となりました。 

・流動資産は、受取手形及び売掛金の減少26億２千７百万円等により、14億８千８百万円減少し、348億６千３百

万円となりました。 

・固定資産は、有形固定資産の増加等により、４億５千３百万円増加し、71億１百万円となりました。 

・流動負債は、支払手形及び買掛金の減少27億６百万円等により、25億６千１百万円減少し、212億３千７百万円

となりました。 

・固定負債は、長期借入金の借入れ等により、16億９千５百万円増加し、67億６千９百万円となりました。 

  この結果、純資産は１億６千９百万円減少し、139億５千７百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の

32.9％から0.4ポイント増加し33.3％となりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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）は、前連結会計年度末に比べ

６億４千８百万円増加し、45億６千７百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の

とおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は４億５千５百万円となりました。これは主として次の要因によるものです。

資金増加要因：税金等調整前四半期純利益 ４億７千８百万円 

 減価償却費        ３億４千２百万円 

 売上債権の減少       26億８千８百万円 

資金減少要因：たな卸資産の増加     ８億７千１百万円 

仕入債務の減少       27億６千４百万円 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、増加した資金は３千９百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、増加した資金は１億３千８百万円となりました。これは主として社債の償還による支出11億

１千４百万円、長期借入による収入20億等によるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の見通しにつきましては、米国発の金融危機が世界経済に動揺を与え、先進国の実体経済を混乱させるとと

もに、新興国へも波及し、株安や通貨下落など不透明感が益々強まっていくと思われます。 

 下期につきましては、資源価格の高騰や輸出、設備投資の落ち込みなど、当社を取り巻く経営環境が更に厳しく

なることが懸念されるため、当期の業績予想を修正いたしました。 

 このような厳しい状況ではありますが、当社グループでは、中期経営計画の重点施策を中心に新しい市場や顧客

のニーズに対する速やかな対応と、新技術の開発・確立、新製品や新システムの開発を促進し、加えて事業内容の

見直し、取捨選択と経営資源の集中投下を継続的に実行してまいります。 

 商事部門では、半導体事業は、自動車、デジタルAV、デジタル情報機器、通信機器等の各分野を中心に、提案型

営業の推進により受注拡大を図るとともに、海外子会社の体制強化に努めます。電子デバイス事業は、有望市場を

ターゲットとして拡販に努めるとともに、EMS事業の更なる拡大を図ります。電子材料事業は、高機能材の受注拡

大とともに、海外子会社との連携による拡販を推進いたします。FAシステム事業は、引き続きＩＴ部門との連携に

よるFA-ITソリューションの強化に努め、新分野の開拓を図ります。 

 ＩＴ部門では、営業と技術の連携を強化し、基盤事業の拡大安定、新事業の創出、人材育成に努め、顧客満足の

向上に努力してまいります。ビジネスソリューション事業では、ソリューションメニューの拡充により事業拡大を

図り、エンベデッドシステム事業では、ハードウェア技術を集結した株式会社協栄システムとの連携強化とFA-IT

ソリューションの推進により事業拡大を図ります。IC設計事業は、設計環境の増強と専門技術力の強化を進め、社

内関連部門との連携を取りながら新分野の拡大、拠点数の拡大を図ります。 

 製造部門では、当社と福島協栄株式会社間の設備・技術の相互補完等により生産性と品質の向上を図るととも

に、営業体制の強化により高付加価値品の受注拡大を促進し損益改善に努めます。 

 更に、財務体質の改善、組織機構や社内諸制度の改革等を継続して推進するとともに、当社グループ間の連携や

技術支援はもとより、主要取引先との連携強化に努めてまいります。 

 以上により、通期の連結業績予想については、売上高850億円（前期比4.5％減）、営業利益12億４千万円（前期

比16.6％増）、経常利益10億６千万円（前期比9.1％増）、当期純利益４億５千万円（前期比12.9％増）を見込ん

でおります。 



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 

 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。 

（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、原価法によっておりましたが、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、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6,077千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「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 

 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。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、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

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、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、期首に前連結会計年度末における未

経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）で取得したものとしてリース資産を計上する方法によって

おります。これによりリース資産が有形固定資産に766,061千円計上されており、損益に与える影響は軽微で

あります。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 5,387,675 4,839,303

受取手形及び売掛金 20,294,724 22,921,812

商品及び製品 7,221,579 6,520,365

仕掛品 959,003 753,242

原材料及び貯蔵品 166,969 171,151

繰延税金資産 374,136 347,553

その他 543,418 898,365

貸倒引当金 △84,369 △99,970

流動資産合計 34,863,138 36,351,822

固定資産   

有形固定資産 3,470,656 2,792,753

無形固定資産 289,986 265,922

投資その他の資産   

投資有価証券 2,233,251 2,627,456

繰延税金資産 175,927 56,719

その他 1,287,890 1,259,764

貸倒引当金 △356,151 △354,344

投資その他の資産合計 3,340,919 3,589,595

固定資産合計 7,101,561 6,648,271

資産合計 41,964,700 43,000,093

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,728,537 17,434,847

短期借入金 2,817,876 2,772,129

1年内返済予定の長期借入金 970,000 670,000

1年内償還予定の社債 － 1,114,000

未払法人税等 272,295 252,161

賞与引当金 575,302 550,616

その他 1,873,855 1,005,876

流動負債合計 21,237,867 23,799,631

固定負債   

長期借入金 5,520,000 4,180,000

繰延税金負債 426 412

退職給付引当金 556,164 531,282

役員退職慰労引当金 183,917 174,671

その他 508,990 187,432

固定負債合計 6,769,499 5,073,798

負債合計 28,007,366 28,873,430



（単位：千円）

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 3,161,819 3,161,819

資本剰余金 3,121,247 3,121,561

利益剰余金 7,737,191 7,674,833

自己株式 △307,288 △264,649

株主資本合計 13,712,969 13,693,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 344,264 576,559

為替換算調整勘定 △99,900 △143,461

評価・換算差額等合計 244,364 433,098

純資産合計 13,957,333 14,126,662

負債純資産合計 41,964,700 43,000,093



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 41,710,036

売上原価 37,323,486

売上総利益 4,386,549

販売費及び一般管理費 3,856,678

営業利益 529,870

営業外収益  

受取利息 5,642

受取配当金 29,289

為替差益 16,774

その他 44,264

営業外収益合計 95,972

営業外費用  

支払利息 85,766

債権売却損 40,890

その他 16,825

営業外費用合計 143,481

経常利益 482,361

特別利益  

固定資産売却益 3,068

貸倒引当金戻入額 15,397

特別利益合計 18,466

特別損失  

固定資産除却損 13,712

投資有価証券評価損 7,509

貸倒引当金繰入額 1,602

特別損失合計 22,823

税金等調整前四半期純利益 478,004

法人税、住民税及び事業税 246,038

法人税等調整額 13,642

法人税等合計 259,680

四半期純利益 218,323



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 21,412,992

売上原価 18,871,647

売上総利益 2,541,345

販売費及び一般管理費 1,907,455

営業利益 633,890

営業外収益  

受取利息 3,450

受取配当金 3,708

その他 29,935

営業外収益合計 37,094

営業外費用  

支払利息 46,548

為替差損 23,254

債権売却損 20,175

その他 8,407

営業外費用合計 98,385

経常利益 572,599

特別利益  

固定資産売却益 3,068

貸倒引当金戻入額 956

特別利益合計 4,025

特別損失  

固定資産除却損 13,491

投資有価証券評価損 7,509

貸倒引当金繰入額 1,602

特別損失合計 22,603

税金等調整前四半期純利益 554,021

法人税、住民税及び事業税 228,580

法人税等調整額 26,093

法人税等合計 254,674

四半期純利益 299,346



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 478,004

減価償却費 342,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,795

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,395

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,882

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,246

受取利息及び受取配当金 △34,932

支払利息 85,766

投資有価証券評価損益（△は益） 7,509

固定資産除却損 13,712

有形固定資産売却損益（△は益） △3,068

売上債権の増減額（△は増加） 2,688,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △871,737

仕入債務の増減額（△は減少） △2,764,190

未収消費税等の増減額（△は増加） 75,460

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,102

その他 661,563

小計 732,082

利息及び配当金の受取額 34,877

利息の支払額 △85,769

法人税等の支払額 △225,885

営業活動によるキャッシュ・フロー 455,304

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △5,182

有形固定資産の売却による収入 3,068

有形固定資産の取得による支出 △9,090

無形固定資産の取得による支出 △49,154

投資活動によるキャッシュ・フロー 39,641

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 2,246,087

短期借入金の返済による支出 △2,205,135

長期借入れによる収入 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △360,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △229,318

自己株式の売却による収入 1,228

自己株式の取得による支出 △44,181

社債の償還による支出 △1,114,000

配当金の支払額 △155,966

財務活動によるキャッシュ・フロー 138,714

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 648,372

現金及び現金同等物の期首残高 3,919,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,567,675



 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 

【事業の種類別セグメント情報】 

     当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業

実態にあわせて区分しております。 

 ２．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」会計処理基準に関する事項の変更(1）

に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、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、商事部門でそれぞれ

6,077千円減少しております。 

（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。 

 
商事部門 
（千円） 

ＩＴ部門 
（千円） 

製造部門 
（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 16,928,757 2,328,835 2,155,400 21,412,992 － 21,412,992 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,340 19,247 5,119 26,708 (26,708) － 

計 16,931,098 2,348,083 2,160,520 21,439,701 (26,708) 21,412,992 

営業利益又は営業損失（△） 634,529 481,063 △123,136 992,456 (358,566) 633,890 

 
商事部門 
（千円） 

ＩＴ部門 
（千円） 

製造部門 
（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 34,183,933 3,568,499 3,957,603 41,710,036 － 41,710,036 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
6,459 39,026 5,639 51,125 (51,125) － 

計 34,190,392 3,607,525 3,963,242 41,761,161 (51,125) 41,710,036 

営業利益又は営業損失（△） 1,029,649 452,928 △238,409 1,244,168 (714,297) 529,870 



「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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   43,752,858 100.0

Ⅱ 売上原価   39,140,209 89.5

売上総利益   4,612,649 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,914,448 8.9

営業利益   698,200 1.6

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 8,667    

２．受取配当金 24,674    

３．不動産賃貸料 2,640    

４．その他 49,714 85,696 0.2

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 61,221    

２．為替差損 17,726

３．債権売却損 23,277    

４．その他 16,001 118,226 0.3

経常利益   665,670 1.5

Ⅵ 特別利益      

貸倒引当金戻入益 61 61 0.0

Ⅶ 特別損失      

固定資産除却損 3,336 3,336 0.0

税金等調整前中間純利益   662,395 1.5

法人税、住民税及び事業税 293,121    

法人税等調整額 72,523 365,644 0.8

中間純利益   296,750 0.7

       



（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（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 662,395 

減価償却費 207,314 

貸倒引当金の減少額 △152 

賞与引当金の増加額 17,440 

退職給付引当金の減少額 △6,788 

役員退職慰労引当金の増加額 26,871 

受取利息及び受取配当金 △33,341 

支払利息 61,221 

固定資産除却損 3,336 

売上債権の増加額 △2,017,783 

たな卸資産の増加額 △63,348 

仕入債務の増加額 1,371,941 

未収消費税等の増加額 △28,293 

未払消費税等の減少額 △17,607 

その他 △101,324 

小計 81,881 

利息及び配当金の受取額 33,408 

利息の支払額 △61,780 

法人税等の支払額 △543,901 

営業活動によるキャッシュ・フロー △490,391 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △140,403 

有形固定資産の取得による支出 △119,051 

無形固定資産の取得による支出 △102,008 

投資活動によるキャッシュ・フロー △361,463 

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 6,329,787 

短期借入金の返済による支出 △6,197,867 

長期借入金の返済による支出 △150,000 

自己株式の売却による収入 279 

自己株式の取得による支出 △58,315 

配当金の支払額 △126,838 

財務活動によるキャッシュ・フロー △202,955 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 10,004 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,044,805 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,380,495 

Ⅶ 新規連結に伴う現金同等物の増加額 279,071 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,614,760 

  



（３）セグメント情報 

【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） 

（注）事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業実態

にあわせて区分しております。 

 
商事部門 
（千円） 

ＩＴ部門 
（千円） 

製造部門 
（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 36,630,736 3,882,093 3,240,028 43,752,858 － 43,752,858 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
3,068 52,841 65,770 121,680 (121,680) － 

計 36,633,805 3,934,935 3,305,799 43,874,539 (121,680) 43,752,858 

営業費用 35,320,034 3,424,065 3,664,340 42,408,440 646,217 43,054,658 

営業利益（又は営業損失） 1,313,770 510,869 (358,541) 1,466,098 (767,898) 698,200 
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