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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 111,333 ― 2,117 ― 2,083 ― 919 ―

20年3月期第2四半期 117,974 20.4 2,290 17.8 2,097 10.5 1,092 △3.5

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 81.78 ―

20年3月期第2四半期 97.13 ―

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 77,338 28,009 35.2 2,419.65
20年3月期 79,434 27,611 33.8 2,387.11

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  27,215百万円 20年3月期  26,850百万円

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 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 35.00 35.00

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 215,000 △8.3 3,900 △7.9 3,500 △5.7 1,900 △2.5 168.92

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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  11,276,944株 20年3月期  11,276,944株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  29,339株 20年3月期  28,998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  11,247,780株 20年3月期第2四半期  11,248,147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（平成20年４月１日～平成20年９月30日）における経済情勢としては、米国発のサブプ

ライムローンによる金融不安が世界経済にも波及し、実体経済への深刻な影響が懸念される状況となってまいりまし

た。また、我が国経済においても米国経済低迷の影響により生産調整や設備投資抑制の動きが見られる等、景気の先

行きへの不透明感が拡大しております。

　一方、当第２四半期における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の業績は、主力事業である半

導体及び電子部品の販売事業においてデジタル民生機器向けの販売が増加したものの、ＤＶＤドライブ向けのオプ

ティカルピックアップの販売が大幅に減少したことにより、売上では前年同期をやや下回る結果となりました。また、

主としてメモリー価格の大幅下落の影響を受け、営業利益についても前年同期を下回る結果となりました。

　以上の結果、当社グループの売上高は 1,113 億 33 百万円、営業利益は 21 億 17 百万円、経常利益は 20 億 

83 百万円、四半期純利益は ９ 億 19 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

　 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比較して 20 億 95 百万円減少し、773 

億 38 百万円となりました。また純資産は、四半期純利益の計上、剰余金の配当等により 280 億 ９ 百万円となり、

自己資本比率は 35.2 ％ となりました。 

〔連結キャッシュ・フローに関する定性的情報〕

　当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は　69 億 66 百万円となり、前連結会計年

度末より 24 億 11 百万円減少いたしました。

各キャッシュ・フローの状況について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）

　営業活動の結果使用した資金は、29 億 ７ 百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益（19 億 

74 百万円）、売上債権の増加（２ 億 91 百万円）、仕入債務の減少（26 億 23 百万円）、たな卸資産の増加（２ 

億 81 百万円）及び法人税等の支払額（８ 億 53 百万円）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）

　投資活動の結果増加した資金は、３ 億 74 百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入

（12 億円）及び預入による支出（６ 億 50 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）

  財務活動の結果得られた資金は ２ 億 69 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額（６ 億 79

百万円）及び配当金の支払（３ 億 92 百万円）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

 平成20年５月12日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想に変更はありません。
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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

　　　（簡便な会計処理の適用）

          固定資産の減価償却費の算定方法

　　　　　　固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積もりを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分し

て算定しております。なお、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

間按分して算出する方法によっております。

　　　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　　　　　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

合理的に見積もり、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。

（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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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」の適用

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として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、主として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、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 53 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」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、平

成20年４月１日以降にリース取引開始となる契約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

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。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

④「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、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、営業利益は 38 百万円、経常利益は 173 百万円、税金等調整前四半期純利益は 179 百万円それ

ぞれ減少しております。

　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。
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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 8,066 11,027

受取手形及び売掛金 49,113 48,878

商品 13,880 13,679

原材料 265 242

仕掛品 182 218

その他 1,859 1,274

貸倒引当金 △88 △147

流動資産合計 73,279 75,173

固定資産   

有形固定資産 731 746

無形固定資産 34 31

投資その他の資産   

投資有価証券 2,353 2,588

その他 961 916

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 3,293 3,483

固定資産合計 4,059 4,260

資産合計 77,338 79,434

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,281 41,477

短期借入金 8,896 8,130

未払法人税等 1,047 916

賞与引当金 178 180

役員賞与引当金 7 19

その他 547 652

流動負債合計 48,958 51,378

固定負債   

退職給付引当金 237 214

役員退職慰労引当金 128 152

負ののれん 3 3

その他 1 73

固定負債合計 370 444

負債合計 49,329 51,822



（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 3,184 3,184

資本剰余金 3,770 3,770

利益剰余金 20,614 20,062

自己株式 △37 △36

株主資本合計 27,532 26,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 113

繰延ヘッジ損益 △0 5

為替換算調整勘定 △327 △251

評価・換算差額等合計 △317 △131

少数株主持分 793 761

純資産合計 28,009 27,611

負債純資産合計 77,338 79,434



（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 111,333

売上原価 106,026

売上総利益 5,307

販売費及び一般管理費 3,189

営業利益 2,117

営業外収益  

受取利息 71

仕入割引 81

その他 126

営業外収益合計 280

営業外費用  

支払利息 84

売掛金譲渡損 57

為替差損 153

持分法による投資損失 11

その他 7

営業外費用合計 314

経常利益 2,083

特別利益  

固定資産売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産処分損 0

投資有価証券評価損 111

特別損失合計 111

税金等調整前四半期純利益 1,974

法人税等 1,004

少数株主利益 50

四半期純利益 919



（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 1,974

減価償却費 90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28

売上債権の増減額（△は増加） △291

たな卸資産の増減額（△は増加） △281

仕入債務の増減額（△は減少） △2,623

その他 △908

小計 △2,076

利息及び配当金の受取額 107

利息の支払額 △84

法人税等の支払額 △853

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,907

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 △75

有形固定資産の売却による収入 3

投資有価証券の取得による支出 △82

定期預金の預入による支出 △650

定期預金の払戻による収入 1,200

その他 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー 374

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） 679

配当金の支払額 △392

少数株主への配当金の支払額 △16

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 269

現金及び現金同等物に係る換算差額 △147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,411

現金及び現金同等物の期首残高 9,377

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,966



（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

　a.事業の種類別セグメント情報

　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）

　当社グループの事業区分の方法は、「半導体及び電子部品」及び「産業電子機器及び伝送端末機器」に区別

しておりますが、当第２四半期連結累計期間につきましては、「半導体及び電子部品」にかかる売上高及び営

業利益の金額が、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　b.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）

 日本（百万円）
東南アジア
（百万円）

北米（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 73,695 36,762 876 111,333 － 111,333

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
9,154 20,658 － 29,813 (29,813) －

 計 82,849 57,420 876 141,146 (29,813) 111,333

営業利益 1,681 745 △27 2,398 (280) 2,117

　（注）１．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地域の内訳は、次のとおりであります。

(1) 東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等

(2) 北米……………米国

３．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）

  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）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、営業利益が、日本で 

53 百万円減少しております。

（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）　

  当第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。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べて、営業利益が、東南アジアで 38 百万円減少しております。

　c.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）

 東南アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 68,821 885 69,706

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 111,333

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
61.8 0.8 62.6

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等

(2)北米……………米国

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。

（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。

－ 1 －



「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（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 117,974 100.0

Ⅱ　売上原価 112,486 95.3

売上総利益 5,487 4.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,196 2.7

営業利益 2,290 2.0

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息 100  

２．仕入割引 86  

３．その他 31 0.2

営業外収益計 219  

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 72  

２．為替差損 204  

３．持分法投資損失 68  

４．その他 67  

営業外費用計 413 0.4

経常利益 2,097 1.8

Ⅵ　特別利益   

１．固定資産売却益 0  

２．貸倒引当金戻入額 3  

特別利益計 3 0.0

Ⅶ　特別損失   

１．固定資産処分損 0  

２．投資有価証券評価損 47  

３．その他 0  

特別損失計 48 0.1

税金等調整前中間純利益 2,051 1.7

法人税、住民税及び事業税 699 0.6

法人税等調整額 187 0.1

少数株主利益 72 0.1

中間純利益 1,092 0.9

－ 2 －



（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（百万円）

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 2,051

減価償却費 65

固定資産売却益　 △0

固定資産処分損 0

投資有価証券評価損 47

貸倒引当金の増加額 17

役員退職慰労引当金の減少額 △403

役員賞与引当金の減少額 △10

退職給付引当金の増加額 5

為替差損益 10

受取利息及び配当金 △111

支払利息 72

持分法投資損失 68

売上債権の増加額 △6,527

仕入債務の増加額 6,165

たな卸資産の増加額 △101

その他 △122

小計 1,227

利息及び配当金の受取額 111

利息の支払額 △72

法人税等の支払額 △869

営業活動によるキャッシュ・フロー 396

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 △142

有形固定資産の取得による支出 △33

有形固定資産の売却による収入 0

定期預金の預入による支出 △1,080

定期預金の払戻による収入 1,200

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △50

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 1,366

配当金の支払額 △392

少数株主への配当金の支払額 △9

その他 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 944

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 60

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,351

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 7,843

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

59

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末残高 9,254
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（３）セグメント情報

　a.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）

　当社グループの事業区分の方法は、「半導体及び電子部品」及び「産業電子機器及び伝送端末機器」に区別

しておりますが、当中間連結会計期間につきましては、「半導体及び電子部品」にかかる売上高、営業利益及

び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額及び資産の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　b.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）

 日本（百万円）
東南アジア
（百万円）

北米（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 78,802 38,202 969 117,974 － 117,974

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
5,078 424 4 5,506 (5,506) －

 計 83,881 38,626 973 123,481 (5,506) 117,974

営業費用　 82,046 37,871 1,034 120,951 (5,267) 115,683

営業利益 1,834 755 △60 2,529 (238) 2,290

　（注）１．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地域の内訳は、次のとおりであります。

(1) 東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国

(2) 北米……………米国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、265百万円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門に係る費用であります。

　c.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）

 東南アジア 北米 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 50,730 3,873 54,604

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 117,974

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
43.0 3.3 46.3

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等

(2)北米……………米国

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。
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６.その他の情報

　生産、受注及び販売の状況

　　（１）生産実績

（単位：百万円）　

事業部門の名称
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）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

産業電子機器及び伝送端末機器等

システム機器事業
1,854 1,667 3,842

合計 1,854 1,667 3,842

　　（２）商品仕入実績

（単位：百万円）　

事業部門の名称
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）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

半導体及び電子部品等コンポーネ

ント事業
111,133 104,871 222,267

合計 111,133 104,871 222,267

　　（３）受注状況

（単位：百万円）　

事業部門の名称 前連結会計年度末受注残高 受注高 受注残高

半導体及び電子部品等コンポーネ

ント事業
25,435 101,764 17,533

産業電子機器及び伝送端末機器等

システム機器事業
514 1,496 344

合計 25,950 103,261 17,877

　　（４）販売実績

（単位：百万円）　

事業部門の名称
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）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

半導体及び電子部品等コンポーネ

ント事業
116,119 109,666 230,605

産業電子機器及び伝送端末機器等

システム機器事業
1,854 1,667 3,842

合計 117,974 111,333 234,447

－ 5 －
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