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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 24,138 ― 671 ― 714 ― 399 ―

20年3月期第2四半期 24,230 5.7 583 △16.4 623 △18.7 358 △19.5

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 23.06 ―

20年3月期第2四半期 20.66 ―

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 25,681 15,551 60.6 897.29
20年3月期 24,757 15,495 62.6 893.98

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  15,551百万円 20年3月期  15,495百万円

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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 45,800 △4.6 1,196 △2.1 1,229 △2.4 698 △4.4 40.28

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  17,932,595株 20年3月期  17,932,595株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  600,778株 20年3月期  599,647株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  17,332,454株 20年3月期第2四半期  17,334,229株

＊ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
なお、当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内
閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表規則に基づいて作成しております。 
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定性的情報・財務諸表等 

 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期（６ヶ月）におけるわが国経済は、前半は北京オリンピック需要に向け、景況感がありま

したが、世界的な資源高や米国金融市場への信用不安などにより、８月には日銀が４年８ヶ月ぶりに景気が後

退局面に入ったことを認め、更に９月に入り米国発の金融市場での混乱の影響を受けるなどして、一気に厳しい

状況となりました。 

エレクトロニクス業界でも、携帯電話販売台数の大幅減少や液晶テレビの継続的な販売価格下落、 大市場で

ある北米市場の変調などにより、先行き不透明感が増加しております。 

当社では、主力であるイメージセンサーの高画素数化による販売単価増や、日系パソコンメーカーの中国工

場に対するメモリー製品の本格出荷などにより、単価下落影響を上回る売上増を記録いたしました。また、バー

コード製品の商流変更による情報機器の取り扱い増により、ソフトウェア製品の商流変更による販売減少を補う

ことができました。 

その結果、当第２四半期（６ヶ月）では売上高 241 億 38 百万円、経常利益７億 14 百万円、四半期純利益３億

99 百万円となりました。 

当第２四半期（６ヶ月）の品種別業績は以下のとおりであります。 

 

＜半導体＞ 

半導体部門では、主力である携帯電話・デジタルカメラ向けイメージセンサーが、ほぼ計画数量通り販売する

ことが出来ました。日系パソコンメーカーの中国工場に対するメモリー製品の本格出荷や、新規で取り扱いを開

始したノートパソコン向け電源 IC が、秋冬モデルに採用されるなどして、売上が増加いたしました。 

その結果、売上高 154 億 70 百万円となりました。 

 

＜電子部品＞ 

電子部品部門では、主力である電源ヒューズが好調に推移したほか、シリコンマイクが、携帯電話・デジタル

カメラ以外にも、ポータブルゲーム機に採用されるなど、全体的に出荷数量が増加いたしましたが、価格競争に

より、販売価格が低下してきており、売上はほぼ前年同期並となりました。 

その結果、売上高 42 億 85 百万円となりました。 

 

＜情報機器＞ 

情報機器部門では、バーコード製品の商流変更により、当社が日本における総代理店となり、取り扱い数量・

金額共に増加いたしました。 
その結果、売上高 28 億 82 百万円となりました。 

 

＜ソフトウェア＞ 

ソフトウェア部門では、パソコンショップ等のオリジナルパソコン向けソフトウェアに関する商流変更により、

取り扱い金額が大幅に減少いたしました。 

その結果、売上高 15 億円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期累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、前事業年度末と比較して

３億 98 百万円増加しました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は７億 57 百万円となりました。これは主に税

引前当期純利益が６億 94 百万円と増加し、売上債権が３億 53 百万円減少しましたが、たな卸資産が８億 62 百

万円増加し、仕入債務が６億 67 百万円減少し、更に、法人税等の支払額が２億 23 百万円となったことによるも

のであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、投資活動の結果獲得した資金は 2 百万円となりました。これは主に敷金等の

回収による収入が８百万円あったこと、固定資産の取得による支出が６百万円あったこと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） 

当第２四半期累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は 11 億 53 百万円となりました。これは主に、

短期借入金の純増加額が 15 億円あったこと、反面、配当金の支払額が３億 45 百万円あったことによるものであ

ります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 
今年９月以来の米国発の金融不安により、世界経済が急速に悪化してきております。今まで好調であったエレ

クトロニクス業界も、欧米市場向け製品の販売不振により、急激に減産体制を取っております。かかる状況によ

り、当社では、今後の業績については、当初業績予想を下回ると考えております。 

 なお、平成 20 年５月 16 日の決算短信で発表しました通期の業績予想との差異は以下のとおりです。 

（通期） 

 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 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

49,400 

百万円 

1,312 

百万円 

1,270 

百万円 

736 

円  銭 

42.52   

今回修正予想（Ｂ） 45,800 1,196 1,229 698 40.28   

増減額（Ｂ－Ａ） △3,600 △116 △41 △38 △2.24  

増減率（％） △7.3 △8.8 △3.2 △5.2 △5.3  

前期実績 48,006 1,222 1,260 730 42.13   

 

 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期末の貸倒実績率等が前事業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

事業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） 四半期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．当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

なお、当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表規則に基づいて作成しております。 

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、移動平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期会計期間より「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。 

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ2,492千

円減少しております。 

３．リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

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日以後開始する事業年度に係る四半期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リース会計基準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

については引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありま

せん。 
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５．四半期財務諸表 

（１） 四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

 
当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,080,388 1,681,470

受取手形及び売掛金 18,006,753 18,360,745

商品及び製品 4,023,582 3,160,801

その他 242,916 200,460

貸倒引当金 △1,800 △1,836

流動資産合計 24,351,840 23,401,642

固定資産 

有形固定資産 59,340 73,384

無形固定資産 13,221 13,221

投資その他の資産 

投資有価証券 729,793 725,817

その他 563,376 577,712

貸倒引当金 △35,675 △34,543

投資その他の資産合計 1,257,494 1,268,986

固定資産合計 1,330,056 1,355,592

資産合計 25,681,896 24,757,235

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,442,971 4,112,090

短期借入金 5,500,000 4,000,000

未払法人税等 314,809 240,031

賞与引当金 184,000 186,000

その他 118,084 144,987

流動負債合計 9,559,866 8,683,110

固定負債 

退職給付引当金 569,384 577,838

その他 1,000 1,000

固定負債合計 570,384 578,838

負債合計 10,130,250 9,261,949
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（単位：千円） 

 
当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,800,338 4,800,338

資本剰余金 5,360,745 5,360,745

利益剰余金 5,684,645 5,631,700

自己株式 △296,941 △296,369

株主資本合計 15,548,787 15,496,415

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,858 △1,129

評価・換算差額等合計 2,858 △1,129

純資産合計 15,551,646 15,495,285

負債純資産合計 25,681,896 24,757,235
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（２）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

 
当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

売上高 24,138,603

売上原価 21,900,360

売上総利益 2,238,242

販売費及び一般管理費 1,566,856

営業利益 671,386

営業外収益 

為替差益 67,117

その他 9,699

営業外収益合計 76,816

営業外費用 

支払利息 29,770

その他 3,657

営業外費用合計 33,428

経常利益 714,774

特別損失 

固定資産処分損 5,074

損害賠償金 15,202

特別損失合計 20,276

税引前四半期純利益 694,497

法人税、住民税及び事業税 297,937

法人税等調整額 △3,043

法人税等合計 294,894

四半期純利益 399,603
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(３) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
当第２四半期累計期間 

（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  

税引前四半期純利益 694,497 

減価償却費 10,099 

損害賠償金 15,202 

売上債権の増減額（△は増加） 353,991 

たな卸資産の増減額（△は増加） △862,781 

仕入債務の増減額（△は減少） △667,521 

その他 △38,666 

小計 △495,178 

利息及び配当金の受取額 1,821 

利息の支払額 △25,181 

損害賠償金の支払額 △15,202 

法人税等の支払額 △223,665 

営業活動によるキャッシュ・フロー △757,407 

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 △6,403 

有形固定資産の売却による収入 700 

敷金及び保証金の差入による支出 △83 

敷金及び保証金の回収による収入 8,428 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,641 

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） 1,500,000 

自己株式の取得による支出 △571 

配当金の支払額 △345,744 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,153,684 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 398,918 

現金及び現金同等物の期首残高 1,681,470 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,080,388 

 

（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）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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

(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 24,230,556 100.0

Ⅱ 売上原価 22,118,756 91.3

売上総利益 2,111,799 8.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,528,139 6.3

営業利益 583,660 2.4

Ⅳ 営業外収益 

１．為替差益 49,841

２．その他 12,378

営業外収益合計 62,220 0.3

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 20,593

２．その他 2,158

営業外費用合計 22,752 0.1

経常利益 623,128 2.6

税引前中間純利益 623,128 2.6

法人税、住民税及び事業税 251,911

法人税等調整額 13,023 264,934 1.1

中間純利益 358,193 1.5
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

(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  

税引前中間純利益 623,128 

減価償却費 12,289 

売上債権の増加額（△）又は減少額 △3,248,101 

たな卸資産の増加額（△）又は減少額 △549,562 

仕入債務の増加額又は減少額（△） △119,693 

その他 △85,562 

小計 △3,367,500 

利息及び配当金の受取額 2,938 

利息の支払額 △22,872 

法人税等の支払額（△） △250,121 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,637,555 

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 △9,463 

有形固定資産の売却による収入 3,929 

投資有価証券の取得による支出 △15,000 

敷金・保証金の回収による収入 8,328 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,205 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額 2,100,000 

自己株式の取得による支出 △952 

配当金の支払額 △259,589 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,839,458 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △1,810,303 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,040,004 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,229,701 

  

 

(3) 品種別売上高 

前中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 品種 

金 額（千円） 

半導体 15,225,228

電子部品 4,298,698

情報機器 2,754,552

ソフトウェア 1,952,077

合計 24,230,556
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６．その他の情報 

  平成20年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議致しました。 

（イ） 中間配当による配当金の総額      173,318千円 

（ロ） １株当たりの金額           10円00銭 

（ハ） 支払請求の効力発生日及び支払開始日  平成20年12月１日 

(注) 平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。 
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