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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 11,424 ― 128 ― 146 ― △277 ―

20年3月期第2四半期 13,239 △19.6 280 △57.7 241 △65.3 125 △70.1

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 △28.68 ―

20年3月期第2四半期 12.70 12.68

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 15,187 10,445 68.8 1,078.51
20年3月期 16,081 10,977 68.3 1,133.48

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,445百万円 20年3月期  10,977百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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 21,900 △13.4 150 △66.3 140 △59.4 △310 △317.8 △32.01

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  無  

(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、４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 
 ・平成20年５月13日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
 ・業績予想につきましては、現時点で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、今後様々な要因により、予想数値と異なる場合があります。なお、
予想数値に関する事項は、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をご覧ください。 
 ・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  9,903,800株 20年3月期  9,903,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  218,945株 20年3月期  218,944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  9,684,856株 20年3月期第2四半期  9,884,856株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、これまで景気をけん引してきた輸出が、欧米向けを
中心に鈍化し、外需の先行きに不透明感が増してきました。また、内需は、原油高に一服感が出たもの
の、円高や原材料高による企業収益の悪化を受けて、設備投資に慎重な姿勢を強める一方、株安や物価高
が個人消費を冷やすなど、内外需とも弱含みで推移し、景気は踊り場から、後退局面入りの様相を呈して
来ており、第１四半期よりも深刻さを増しております。加えて、米国発の金融危機が世界の実体経済にも
影を落とし、更には世界的な株安や円高を招き、今後景気を一段と後退させるとの懸念が広がっておりま
す。 
当企業集団を取り巻く事業環境は、期待された北京五輪も、見込みほど需要が増えなかったほか、米国

景気の減速感はますます強まり、世界的な景気の後退色が一段と鮮明になる中で、各種のアプリケーショ
ンで需要が伸び悩むとともに、年末商戦向け需要も盛り上がりに欠け、第１四半期に引き続き、軟調に推
移いたしました。 
このような環境の中で、主力の半導体素子等販売事業において、薄型テレビ、カーナビゲーション、Ｄ

ＶＤレコーダ、デジタル一眼レフカメラ、セットトップボックス、業務用プロジェクタを中心に、既存市
場の深耕を図るとともに、パソコン用ブルーレイレコーダなど、新規ビジネスにおける拡販活動も積極的
に展開し、これら特定市場向け商品の売上げでは、堅調な伸びを示すことができました。また、海外ビジ
ネスは、海外拠点との連携を強化し、国内生産から海外生産にシフトされる移管ビジネスでの売上げ確保
に努め、複合複写機、カーナビゲーション、ＤＶＤレコーダ、薄型テレビ、デジタルカメラ及び一般産業
機器向けを中心に寄与しました。この結果、全体の売上高は計画には達しなかったものの、想定の範囲内
にとどまりました。 
利益面については、利益率の比較的高い商品の売上げ比率が高まったこともあり、主力の同販売事業の

売上総利益率が計画以上に推移し、諸費用の削減にも努力した結果、営業利益及び経常利益では、半導体
素子等検査事業で計上した赤字等をカバーし、計画を上回る結果となりました。しかしながら、同検査事
業の収益が市場環境の悪化と相俟って、後述のとおり厳しい状況で推移していることから、同検査事業に
係る固定資産の減損処理を行うこととし、これに伴い特別損失として減損損失３億４千２百万円を計上し
たため、四半期純利益については、赤字計上を余儀なくされました。  
この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高が114億２千４百万円（前年同期比13.7％

減）、営業利益が１億２千８百万円（前年同期比54.3％減）、経常利益が１億４千６百万円（前年同期比
39.6％減）、四半期純損失が２億７千７百万円（前年同期は、１億２千５百万円の四半期純利益）となり
ました。 

  

  
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
（半導体素子等販売事業）  
ＩＣ・半導体においては、世界経済の減速による国内景気の一段の悪化が、半導体製造装置をはじめと

する一般産業機器向けの不振を招き、全般的に売上げの伸びを欠きましたが、その中にあって、薄型テレ
ビやカーナビゲーション、防犯カメラ、業務用プロジェクタ、セットトップボックス向けが、引き続き寄
与しました。また、次世代ＤＶＤ規格が一本化されたことにより、パソコン用ブルーレイレコーダ向けが
大きく伸長しました。しかしながら、従来大きく貢献した携帯電話やゲーム機器向けビジネスでの売上げ
の挽回を図るべく、鋭意取り組んでいますが、本格的な立ち上げには至らず、その結果、当第２四半期連
結累計期間の売上高は98億７千３百万円（前年同期比11.5％減）となりました。 
電子部品においては、地震関連機器向けリチウム電池のほか、業務用機器向けコネクタや液晶パネル用

バックライトモジュールが好調裡に推移しました。その一方で、前期の売上げに貢献した携帯電話向けモ
ジュールビジネスが消滅し、加えて、航空機内用エンターテイメント設備向け電源も計画を下回りまし
た。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は８億３千３百万円（前年同期比27.5％減）となりま
した。 
電子機器においては、半導体製造装置を中心とする設備投資の冷え込みや、一般産業機器市場の在庫調

整と受注の減少、ボード製品ビジネスの縮小などのマイナス要因が重なり、苦戦を強いられました。その
結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は４億６千８百万円（前年同期比29.8％減）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111億７千６百万円（前年同期比13.9％減）、営業利

益は１億６千８百万円（前年同期比46.3％減）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
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（半導体素子等検査事業） 
半導体素子等検査事業においては、不安定な市場環境の影響を受けて、需要減退が続いています。加え

て、顧客先の生産調整が予想以上に長引いたことや、検査受託数量の更なる減少を避けることができませ
んでした。また、利益面では、体質改善を図る一方、諸費用の圧縮などによる利益の確保に努めてきまし
たが、売上げ、利益ともに、厳しい対応を余儀なくされました。 
その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は２億４千８百万円（前年同期比6.7％減)、営業損失は

４千万円（前年同期は、３千４百万円の営業損失)となりました。 
なお、同検査事業は、当社が設立当初から品質面を重視し、今まで蓄積してきたこれらのノウハウを活

かし、ビジネスとして展開したものであります。顧客先からの品質面での要求は、今後ますます強まると
思われるため、引き続き、同検査事業を通じて、ノウハウ等の蓄積に努め、これらの要求に応えると共
に、更なる合理化と新たな市場開拓等に努力し、早急な建直しを行ってまいります。 
  
なお、上記の前年同期比(増減率)につきましては、参考として記載しているものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は151億８千７百万円であり、前連結会計年度末に比べ８億９
千４百万円減少しました。このうち、流動資産は４億７千７百万円減少の128億５百万円、固定資産は
４億１千６百万円減少の23億８千１百万円でした。流動資産の減少は主として、売掛金の減少によるも
ので、固定資産の減少は主として、有形固定資産において減損処理したこととによります。 
総負債は47億４千１百万円であり、前連結会計年度末に比べ３億６千１百万円減少しました。総負債

の減少は主として、借入金の返済により減少したことと、買掛金の減少によるものであります。 
純資産は、104億４千５百万円であり、前連結会計年度末に比べ５億３千２百万円減少しました。純

資産の減少は主として、利益剰余金の減少によるものであります。これにより、自己資本比率は68.8%
と、前連結会計年度末に比べ0.5ポイント微増しました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期連結累計期間は７億３千９百万円であります。
これは主として、売上債権が４億６千３百万円の減少、未収入金が２億円の減少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） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期連結累計期間は△６千１百万円であります。 
これは主として、投資有価証券の取得による支出６千１百万円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） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期連結累計期間は△５億９千２百万円でありま

す。 
これは主として、短期借入金（純額）４億円の返済、配当金１億９千２百万円の支払によるものであ

ります。 
  
これにより、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、現金及び現金同等物に係る

換算差額３百円を加味し、前連結会計年度末から、８千８百万円増加し、26億９千７百万円となりまし
た。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び資本の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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当企業集団を取り巻く環境については、米国発の金融危機が世界の実体経済を一段と悪化させ、更には
世界的な株安や円高を招き、景気の足取りはますます重くなっていくとの懸念が広がっております。この
ように世界景気の先行きに悲観的な見方が多い中で、当第２四半期累計期間の業績結果と当面の事業環境
をふまえ、当第３四半期以降の計画を再度精査した結果、同販売事業において、景気停滞による顧客先の
生産調整等により、当初見込んでいた売上げが見込めず、同検査事業においても、引き続き厳しい状況で
推移するものと思われるため、平成20年５月13日付で発表いたしました平成21年３月期の業績予想を、次
のとおり下方修正いたします。 
通期の連結業績といたしましては、売上高219億円（前期比13.4％減）、営業利益１億５千万円（前期

比66.3％減）、経常利益１億４千万円（前期比59.4％減）、当期純損失３億１千万円（前期比317.8％
減）を予定しております。 
なお、平成20年９月30日付で発表いたしました、株式会社ハイレルとの基本合意に基づき、同社の完全

子会社化に向け、両社において友好的に交渉等を進めている段階であります。当期(平成21年3月期)の業
績への影響については、同社の完全子会社化の合意に至った段階で、見込まれるシナジー効果等をふまえ
発表する予定であります。 

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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「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）を第１四半期連結
会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方
法）に変更しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益がそれぞれ12,986
千円減少し、税金等調整前四半期純損失が12,986千円増加しております。  

  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：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 1,697,509 1,608,791 

受取手形及び売掛金 5,697,552 6,153,342 

有価証券 1,000,000 1,000,000 

商品 3,037,493 2,940,065 

製品 1,658 6,338 

原材料 35,182 36,720 

仕掛品 35,817 40,095 

貯蔵品 6,197 5,887 

未収入金 1,079,416 1,279,746 

その他 322,524 322,325 

貸倒引当金 △108,064 △110,774 

流動資産合計 12,805,286 13,282,539 

固定資産 

有形固定資産 1,006,493 1,382,296 

無形固定資産 133,933 158,619 

投資その他の資産 

その他 1,286,622 1,283,536 

貸倒引当金 △45,143 △25,704 

投資その他の資産合計 1,241,479 1,257,832 

固定資産合計 2,381,906 2,798,748 

資産合計 15,187,192 16,081,287 

インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 第２四半期決算短信

―　5　―



（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) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,685,332 1,758,987 

短期借入金 900,000 1,300,000 

1年内返済予定の長期借入金 200,000 100,000 

1年内償還予定の社債 500,000 500,000 

未払法人税等 118,070 1,065 

役員賞与引当金 2,000 5,500 

その他 523,776 559,521 

流動負債合計 3,929,179 4,225,073 

固定負債 

長期借入金 100,000 200,000 

退職給付引当金 505,502 479,879 

役員退職慰労引当金 166,983 164,217 

その他 40,273 34,526 

固定負債合計 812,759 878,624 

負債合計 4,741,939 5,103,698 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,157,792 1,157,792 

資本剰余金 1,340,172 1,340,172 

利益剰余金 7,730,878 8,202,290 

自己株式 △126,938 △126,937 

株主資本合計 10,101,905 10,573,318 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 367,522 434,752 

為替換算調整勘定 △24,174 △30,481 

評価・換算差額等合計 343,347 404,271 

純資産合計 10,445,252 10,977,589 

負債純資産合計 15,187,192 16,081,287 
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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：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 11,424,130 

売上原価 9,397,085 

売上総利益 2,027,045 

販売費及び一般管理費 

従業員給料及び手当 677,944 

従業員賞与 174,645 

役員賞与引当金繰入額 2,000 

退職給付引当金繰入額 51,952 

役員退職慰労引当金繰入額 2,829 

貸倒引当金繰入額 20,919 

その他 968,448 

販売費及び一般管理費合計 1,898,739 

営業利益 128,306 

営業外収益 

受取利息 7,916 

受取配当金 25,824 

為替差益 8,569 

その他 9,504 

営業外収益合計 51,815 

営業外費用 

支払利息 11,924 

手形売却損 4,443 

支払補償費 5,378 

支払手数料 6,551 

その他 5,690 

営業外費用合計 33,989 

経常利益 146,132 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 2,710 

投資有価証券売却益 14,903 

特別利益合計 17,613 

特別損失 

減損損失 342,000 

固定資産除却損 235 

投資有価証券評価損 5,785 

その他 493 

特別損失合計 348,514 

税金等調整前四半期純損失（△） △184,768 

法人税、住民税及び事業税 110,195 

法人税等調整額 △17,247 

法人税等合計 92,947 

四半期純損失（△） △277,715 
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(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損失（△） △184,768 

減価償却費 96,875 

減損損失 342,000 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,728 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,622 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,766 

受取利息及び受取配当金 △33,741 

支払利息 11,924 

為替差損益（△は益） 2,888 

投資有価証券売却損益（△は益） △14,409 

投資有価証券評価損益（△は益） 5,785 

売上債権の増減額（△は増加） 463,018 

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,542 

未収入金の増減額（△は増加） 200,330 

仕入債務の増減額（△は減少） △81,210 

その他 △103,621 

小計 660,145 

利息及び配当金の受取額 33,573 

利息の支払額 △9,347 

法人税等の還付額 54,742 

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,113 

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 △20,498 

投資有価証券の取得による支出 △61,771 

投資有価証券の売却による収入 21,156 

その他 △118 

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,231 

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） △400,000 

配当金の支払額 △192,203 

財務活動によるキャッシュ・フロー △592,203 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,040 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,718 

現金及び現金同等物の期首残高 2,608,791 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,697,509 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

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 事業区分は、商品の種類、性質と事業展開の共通性を基準として区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1) 半導体素子等販売事業…アナログＩＣ、メモリＩＣ、リニアＩＣ、特定用途ＩＣ、カスタムＩＣ、 

Ａ／Ｄコンバータ、ＩＣソケット、リチウム電池、システムボード製品、ネットワーク製品、表示器製

品、パソコン本体及び周辺機器 

(2) 半導体素子等検査事業…各種ＩＣ検査、バーンイン検査、ソケット検査、テーピング作業 

３ 会計処理の変更 

  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   「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）を第１四半期連結会計

期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更

しております。これにより、半導体素子等販売事業の営業利益が12,986千円減少しております。 

  

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) 
  

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の売上高の割合が90％超であるため、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…中国、タイ、シンガポール、マレーシア、台湾  

(2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ 

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。 

  

該当事項はありません。 

(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)

半導体素子等 

販売事業 

(千円)

半導体素子等 

検査事業 

(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 11,176,022 248,108 11,424,130 ─ 11,424,130

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ 3,087 3,087 (3,087) ─

計 11,176,022 251,196 11,427,218 (3,087) 11,424,130

 営業利益又は営業損失(△) 168,871 △ 40,565 128,306 ─ 128,306

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,558,041 24,001 1,582,043

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 11,424,130

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.6 0.2 13.8

(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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「参考資料」

前年同四半期に係る連結財務諸表

(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)

Ⅰ 売上高 13,239,245

Ⅱ 売上原価 11,076,372

   売上総利益 2,162,873

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,882,396

   営業利益 280,476

Ⅳ 営業外収益 23,484

Ⅴ 営業外費用 62,065

   経常利益 241,895

Ⅵ 特別利益 2,178

Ⅶ 特別損失 1,929

   税金等調整前中間純利益 242,144

   法人税、住民税及び事業税 137,359

   法人税等調整額 △20,770 116,589

   中間純利益 125,555
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(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 242,144

   減価償却費 100,023

   売上債権の増減額(△：増加) 396,208

   たな卸資産の増減額(△：増加) 514,401

   仕入債務の増減額(△：減少) △1,214,378

   その他 △62,099

    小計 △23,699

   利息及び配当金の受取額 20,316

   利息の支払額 △12,537

   法人税等の支払額 △258,788

  営業活動によるキャッシュ・フロー △274,709

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 △77,886

   投資有価証券の取得による支出 △21,842

   投資有価証券の売却による収入 2,222

   その他 2,893

  投資活動によるキャッシュ・フロー △94,612

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(△：純減少) 800,000

   長期借入れによる収入 100,000

   長期借入金の返済による支出 △716,662

   配当金の支払額 △176,965

  財務活動によるキャッシュ・フロー 6,372

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8,123

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少） △354,826

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,469,161

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,114,335
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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 事業区分は、商品の種類、性質と事業展開の共通性を基準として区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1) 半導体素子等販売事業…アナログＩＣ、メモリＩＣ、リニアＩＣ、特定用途ＩＣ、カスタムＩＣ、

Ａ／Ｄコンバータ、ＩＣソケット、リチウム電池、システムボード製品、ネットワーク製品、表示

器製品、パソコン周辺機器 

(2) 半導体素子等検査事業…各種ＩＣ検査、バーンイン検査、ソケット検査、テーピング作業 

  

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) 
  

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の売上高の割合が90％超であるため、所在地別セ
グメント情報の記載を省略しております。 

  

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…中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

(2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ 

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) セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

科目
半導体素子等
販売事業 
(千円)

半導体素子等
検査事業 
(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 12,973,255 265,990 13,239,245 ─ 13,239,245

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ 1,663 1,663 (1,663) ─

計 12,973,255 267,654 13,240,909 (1,663) 13,239,245

営業費用 12,658,678 301,753 12,960,432 (1,663) 12,958,768

営業利益又は営業損失(△) 314,576 △34,099 280,476 ─ 280,476

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,871,199 73,936 1,945,135

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 13,239,245

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

14.1 0.6 14.7
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(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は製造原価によっております。 

  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 受注高には、受注取消、変更、為替レートの変動による調整額を含んでおります。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称

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)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 ─ ─ ─ ─

電子部品 ─ ─ ─ ─

電子機器 124,641 100.0 98,431 100.0

合計 124,641 100.0 98,431 100.0

半導体素子等検査事業 ─ ─ ─ ─

合計 124,641 100.0 98,431 100.0

(2) 受注状況

事業の種類別セグメントの名称

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)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高  
(千円)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 10,949,543 3,225,053 9,446,965 2,678,915

電子部品 754,718 442,790 661,363 358,218

電子機器 605,530 157,940 454,931 195,087

合計 12,309,791 3,825,784 10,563,261 3,232,220

半導体素子等検査事業 265,990 ─ 248,108 ─

合計 12,575,782 3,825,784 10,811,369 3,232,220

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称

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)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 11,155,779 84.3 9,873,994 86.4

電子部品 1,149,950 8.7 833,235 7.3

電子機器 667,525 5.0 468,792 4.1

合計 12,973,255 98.0 11,176,022 97.8

半導体素子等検査事業 265,990 2.0 248,108 2.2

合計 13,239,245 100.0 11,424,130 100.0
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