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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 15,804 ― 239 ― 258 ― 127 ―

20年3月期第2四半期 17,949 △9.5 305 △36.8 303 △37.3 162 △37.6

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 13.38 ―

20年3月期第2四半期 16.29 ―

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 23,189 11,734 50.6 1,232.78
20年3月期 23,879 11,913 49.9 1,196.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,734百万円 20年3月期  11,908百万円

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 ― 6.50 ― 6.50 13.00
21年3月期 ― 6.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.50 13.00

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 32,175 △6.3 672 △3.0 650 5.1 365 △10.1 38.34

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．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。前記の予想に関する事項については、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。 
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  9,969,297株 20年3月期  9,969,297株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  450,796株 20年3月期  15,393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  9,518,731株 20年3月期第2四半期  9,961,810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２四半期連結会計期間（３ヵ月）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の

減速と原材料価格の高騰による企業収益の減少および物価上昇による消費者マインドの悪化などにより、景気の減

速が一段と強まりました。  

このような情勢のもとで当社グループは、車載LAN、USBの学習用ボード「bits pot」を開発し、販売を開始す

るなど、三新（新商品の開発、新市場の開拓、新規顧客の獲得）の推進に注力し、事業領域の拡大に努めてまいり

ました。しかし、携帯端末ビジネスの大型案件終息の影響が大きく、当第２四半期連結会計期間（３ヵ月）の売上

高は83億38百万円、営業利益は１億51百万円、経常利益１億35百万円、四半期純利益86百万円となりました。 

  

（1）電子デバイス部門 

半導体は、米国の自動車向けマイコン、ASSP(グラフィック)、メモリおよびFA機器関連向けASIC・マイコ

ン、メモリが共に減少となりましたが、船舶関連機器向けメモリは好調に推移しました。しかし、携帯電話ビジネ

スの大型案件の終息により、メモリ、電源用ASSP、システムLSIの売上が大幅に減少したため前年割れとなり、電

源用パワーデバイスについても景気後退による産業界の設備投資減少の影響を受け、国内外ともに減少しました。

電子部品については、デジタルカメラ用のスイッチが好調に推移しましたが、ノートパソコン向けおよびアミュー

ズメント関連向けスイッチ、ボリュームは減少しました。その結果、売上高は35億12百万円となりました。 

（2）情報機器部門 

電子機器は、企業向け国内製3.5インチHDDが価格競争の激化により大幅に減少し、2.5インチHDDについても、コ

ンシューマー市場向けの価格競争が激化したことにより大きく減少しましたが、海外製3.5インチHDDはAV機器向け

に再参入し大幅に増加しました。また、スキャナは大口商談を獲得し、エンドユーザ向けPCやサーバにおいては、

第2四半期に入り医療関連が順調に推移しました。サプライビジネスにおいては、ネット販売（ツヅキWebShop）に

よる購買ソリューション提案および通販市場ならびに店舗用品・設計/デザイン用品等の新たな市場を開拓すること

により堅調に推移しました。しかし、オフィスビジネスにおいては、オフィスの移転、リニューアルなどの内装工

事、家具等は堅調に推移しましたが、金融機関向け大型案件が大きく減少しました。その結果、売上高は42億61百

万円となりました。 

（3）プロダクト部門 

自社製品については、車載LAN、USBが体感できる学習用ボード「bits pot」を５種類開発し９月より順次販売

を開始しました。開発部門は、マイコンのソフト開発が自動車、FA機器向けで順調に推移しておりますが、ASIC
関連では、ASIC化を行わず、FPGAやマイコンでの対応が増加しており厳しい状況が続きました。EMSビジネス

においては、新規顧客からの受託も増加し堅調に推移しました。しかし、ODMビジネスは受託が伸び悩んでおり、

OEMビジネスであるカラオケ関連製品は、価格競争の影響により大幅に減少しました。その結果、売上高は５億64

百万円となりました。 

  

なお、平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半

期決算短信（平成20年７月31日開示）をご参照ください。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ６億89百万円減少し、231億89百万円となりました。この主

な要因は、現金及び預金並びに売上債権の減少等によるものであります。純資産は117億34百万円となり、前連結会

計年度末に比べ１億79百万円の減少となりました。これは主に自己株式取得による減少、その他有価証券評価差額

金の減少等によるものであります。これらの結果、自己資本比率は50.6％と前連結会計年度末に比べ0.7％増加とな

りました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は４億24百万円となりました。これは主に仕入債務の減少４億93百万円等によるも

のであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は９億38百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出９億円等によ

るものであります。 

  



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は２億46百万円となりました。これは主に自己株式の取得による支出１億55百万

円、配当金の支払69百万円等によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、第２四半期後半からの急激な経済環境の変化等がありますが、現時点では平成20

年５月14日公表の連結業績予想から変更はございません。 

  

  

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 

固定資産の減価償却費の算定方法 

当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

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、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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出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、主として先入先出法による原価法（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。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 

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 

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）を適用しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 



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 4,903,626 6,475,411

受取手形及び売掛金 11,386,143 11,443,370

たな卸資産 2,299,077 2,199,739

その他 189,172 159,627

貸倒引当金 △2,984 △10,115

流動資産合計 18,775,034 20,268,033

固定資産   

有形固定資産 1,807,867 1,820,637

無形固定資産 58,092 65,027

投資その他の資産   

投資有価証券 944,266 1,096,303

長期預金 900,000 －

その他 727,406 650,195

貸倒引当金 △22,714 △21,120

投資その他の資産合計 2,548,958 1,725,378

固定資産合計 4,414,918 3,611,043

資産合計 23,189,953 23,879,077

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,799,974 7,260,258

短期借入金 3,136,739 3,155,693

未払法人税等 132,258 134,626

賞与引当金 145,818 147,962

役員賞与引当金 7,150 14,300

その他 211,551 257,962

流動負債合計 10,433,492 10,970,803

固定負債   

退職給付引当金 950,980 933,014

役員退職慰労引当金 66,145 56,335

その他 5,161 5,268

固定負債合計 1,022,287 994,618

負債合計 11,455,780 11,965,421



（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 2,852,717 2,852,717

資本剰余金 3,205,863 3,205,863

利益剰余金 5,668,715 5,606,070

自己株式 △163,145 △7,705

株主資本合計 11,564,150 11,656,945

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 179,093 274,736

為替換算調整勘定 △9,070 △22,938

評価・換算差額等合計 170,022 251,798

少数株主持分 － 4,911

純資産合計 11,734,173 11,913,655

負債純資産合計 23,189,953 23,879,077



（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 15,804,875

売上原価 14,242,651

売上総利益 1,562,224

販売費及び一般管理費 1,322,876

営業利益 239,348

営業外収益  

受取利息 15,251

受取配当金 15,225

仕入割引 1,841

為替差益 9,046

その他 5,586

営業外収益合計 46,950

営業外費用  

支払利息 27,087

その他 261

営業外費用合計 27,348

経常利益 258,949

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,536

特別利益合計 5,536

特別損失  

投資有価証券評価損 6,093

固定資産除却損 256

特別損失合計 6,350

税金等調整前四半期純利益 258,135

法人税等 130,790

四半期純利益 127,345



（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 8,338,080

売上原価 7,515,933

売上総利益 822,147

販売費及び一般管理費 670,487

営業利益 151,659

営業外収益  

受取利息 11,406

受取配当金 431

仕入割引 792

その他 4,072

営業外収益合計 16,703

営業外費用  

支払利息 13,663

為替差損 19,087

その他 110

営業外費用合計 32,861

経常利益 135,500

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,536

特別利益合計 5,536

特別損失  

投資有価証券評価損 6,093

固定資産除却損 256

特別損失合計 6,350

税金等調整前四半期純利益 134,686

法人税等 48,123

四半期純利益 86,563



（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 258,135

減価償却費 15,129

のれん償却額 6,469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,536

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,144

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,965

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,810

受取利息及び受取配当金 △30,476

支払利息 27,087

為替差損益（△は益） △27,822

その他の営業外損益（△は益） △7,165

固定資産除却損 256

投資有価証券評価損益（△は益） 6,093

売上債権の増減額（△は増加） 81,655

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,432

仕入債務の増減額（△は減少） △493,217

その他 △56,281

小計 △292,622

利息及び配当金の受取額 30,476

利息の支払額 △42,977

法人税等の支払額 △126,629

その他の収入 7,503

営業活動によるキャッシュ・フロー △424,248

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 △900,000

有形固定資産の取得による支出 △1,918

投資有価証券の取得による支出 △29,079

投資有価証券の売却による収入 20,000

子会社株式の取得による支出 △5,481

貸付けによる支出 △21,000

貸付金の回収による収入 747

その他 △1,356

投資活動によるキャッシュ・フロー △938,087

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △21,200

自己株式の取得による支出 △155,439

配当金の支払額 △69,124

少数株主への配当金の支払額 △630

財務活動によるキャッシュ・フロー △246,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 36,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,571,799

現金及び現金同等物の期首残高 6,470,400

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,898,601



 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〕 

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービスの提

供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っております。 

いずれも単一の事業活動を営んでおりますので、その記載を省略しております。 

  

〔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．国又は地域は、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又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

  

  

  
日本 

（千円） 
アジア
（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  13,757,240  2,047,634  15,804,875  －  15,804,875

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 657,063  6,250  663,313 (663,313)  －

計  14,414,304  2,053,885  16,468,189 (663,313)  15,804,875

営業費用  14,184,550  2,041,303  16,225,854 (660,326)  15,565,527

営業利益  229,753  12,581  242,335 (2,987)  239,348

〔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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

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。 

  

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,120,264  2,120,264

Ⅱ 連結売上高（千円）    15,804,875

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
 13.4  13.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年４月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得することおよびその具体的な取得方法について決議し、

平成20年４月15日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）によって、当社普通株式435,000株

（取得価額155,295千円）を取得いたしました。  

  



  

「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        17,949,844  100.0

Ⅱ 売上原価        16,317,525  90.9

売上総利益        1,632,318  9.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,326,375  7.4

営業利益        305,943  1.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  12,670            

２．受取配当金  16,393            

３．仕入割引  2,466            

４．その他  4,273  35,804  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  22,906            

２．為替差損  14,350            

３．その他  1,058  38,315  0.2

経常利益        303,433  1.7

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  59            

２．投資有価証券売却益  34,116            

３．貸倒引当金戻入額  9,232  43,408  0.2

Ⅶ 特別損失                  

固定資産除却損  630  630  0.0

税金等調整前中間純利益        346,210  1.9

法人税、住民税及び事業税  175,493            

法人税等調整額  8,153  183,647  1.0

少数株主利益        301  0.0

中間純利益        162,261  0.9

        



（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  346,210

減価償却費  17,088

のれん償却額  6,469

貸倒引当金の増減額 △3,102

賞与引当金の増減額 △6,051

役員賞与引当金の増減額  9,000

退職給付引当金の増減額  17,685

役員退職慰労引当金の増減額 △14,611

受取利息及び受取配当金 △29,064

支払利息  22,906

為替差損益  5,197

その他の営業外収益 △6,740

その他の営業外費用  1,058

有形固定資産除却損  630

投資有価証券売却益 △34,116

その他の特別損益 △59

売上債権の増減額  1,274,008

たな卸資産の増減額  294,216

仕入債務の増減額 △1,217,748

未収及び未払消費税等の増減額  9,009

その他 △26,380

小計  665,607

利息及び配当金の受取額  29,042

利息の支払額 △20,203

その他の収入  1,910

その他の支出 △1,034

法人税等の支払額 △193,990

営業活動によるキャッシュ・フロー  481,331

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 △24,262

有形固定資産の売却による収入  209

無形固定資産の取得による支出 △1,631

投資有価証券の取得による支出 △16,680

投資有価証券の売却による収入  83,330
連結の範囲の変更に伴う子会社 
株式の取得による支出 

△20,404

貸付金の回収による収入  835

その他の投資の回収による収入  16,356

投資活動によるキャッシュ・フロー  37,753

Ⅲ 財務活動によるキャッュ・フロー   

短期借入金の増減額 △28,000

自己株式の取得による支出 △6,088

自己株式の売却による収入  1,184

親会社による配当金の支払額 △64,480

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,383

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,587

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  403,114

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,233,837

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  4,636,952



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービスの提

供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っております。 

いずれも単一の事業活動を営んでおりますので、その記載を省略しております。 

  

〔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．国又は地域は、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又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

  

  
日本 

（千円） 
アジア
（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  15,978,971  1,970,872  17,949,844  －  17,949,844

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 738,278  1,216  739,494 (739,494)  －

計  16,717,250  1,972,088  18,689,338 (739,494)  17,949,844

営業費用  16,446,292  1,937,102  18,383,395 (739,494)  17,643,900

営業利益  270,957  34,986  305,943  －  305,943

〔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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

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。 

  

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,048,678  21,000  2,069,678

Ⅱ 連結売上高（千円）      17,949,844

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
 11.4  0.1  11.5
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