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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 129,098 ― 2,669 ― 2,906 ― 1,594 ―

20年3月期第2四半期 137,718 10.5 3,256 6.9 3,310 9.8 2,057 2.5

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 50.96 ―

20年3月期第2四半期 64.34 ―

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 98,866 60,668 61.4 1,939.43
20年3月期 97,276 59,762 61.4 1,910.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  60,668百万円 20年3月期  59,762百万円

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 ― 18.00 ― 20.00 38.00
21年3月期 ― 18.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 38.00

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 250,000 △4.6 5,100 0.8 5,300 △2.3 3,000 △12.1 99.07

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であって、潜在的なリスクや不確定な要因を含んでおり
ます。実際の業績は、様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項は、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参照下さい。 
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  31,983,373株 20年3月期  31,983,373株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  701,889株 20年3月期  701,578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  31,281,673株 20年3月期第2四半期  31,982,451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

（１）当第２四半期連結累計期間の概況

  当第２四半期連結累計期間の世界経済情勢につきましては、先進国での景況感の悪化が進むなか、米国や欧州にお

ける金融不安が深刻化するなど、先行き不透明感が強いまま推移しました。

  このようななか、当社は「信頼とソリューションで存在価値を発揮する三信電気」という経営の基本方針のもと、

「商品流通」「品揃え」「製品コーディネート」「技術力」の４つを柱にしたソリューション提供力の強化に向け、

技術サポート体制の整備、コア製品の販売力強化、製品ラインアップの拡充、成長分野への拡販強化、販売網の整備、

社会的責任（ＣＳＲ）への対応強化といった、期首に掲げた課題に鋭意取り組んでまいりました。

  この結果、当第２四半期累計期間の連結業績は、売上高は1,290億98百万円（前年同期比6.3％減）、営業利益は26

億69百万円（前年同期比18.0％減）、経常利益は29億6百万円（前年同期比12.2％減）、四半期純利益は15億94百万円

（前年同期比22.5％減）となりました。

 

（２）事業の種類別セグメント業績概況

①デバイス事業

  デバイス事業におきましては、主にエレクトロニクスメーカー向けに半導体（システムＬＳＩ、マイコン、液晶ディ

スプレイドライバＩＣ、メモリ等）や電子部品（コネクタ、コンデンサ、回路基板等）の販売に加え、ソフト開発や

ＡＳＩＣ設計等の技術サポートを行っております。

  当第２四半期連結累計期間におきましては、半導体は液晶テレビ、ブルーレイプレイヤー向け等のシステムＬＳＩ

が好調に推移したものの、液晶テレビ向け液晶ディスプレイドライバＩＣや携帯電話向けチップセットが伸び悩むな

ど、売上高が前年同期に比べ減少いたしました。また、電子部品につきましては、家庭用ゲーム機向け回路部品が堅

調に推移したものの、コネクタや基板等の前年同期に好調だった製品が総じて減少に転じ、売上高が前年同期に比べ

減少いたしました。

  この結果、連結デバイス事業の売上高は1,226億53百万円（前年同期比6.0％減）、営業利益は31億56百万円（前年

同期比16.7％減）となりました。

　なお、受注高は1,263億3百万円、受注残高は318億62百万円となりました。

 

②ソリューション事業

  ソリューション事業におきましては、主に企業や医療機関、官公庁、自治体向けに情報通信ネットワークや基幹業

務システムの販売及び保守・サポート等を行うネットワークシステム関連ビジネスと、放送局や映像製作のプロダク

ション向けに映像コンテンツの編集や送出、配信に使用するシステムやソフトウェアの販売等を行う映像システム関

連ビジネスを展開しております。

  当第２四半期連結累計期間におきましては、ネットワークシステム関連ビジネスは、保守・サポートなどのストッ

クビジネスが堅調に推移したものの、新聞社や医療機関向けの販売が大型システム案件のあった前年同期とは一転し

減少となったことから、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。また、映像システム関連ビジネスは、新規取り

扱い製品によるシステム販売が伸び悩むなど、売上高が前年同期に比べ減少いたしました。

  この結果、連結ソリューション事業の売上高は64億44百万円（前年同期比10.8％減）、営業利益は1億91百万円（前

年同期比12.0％減）となりました。

　なお、受注高は68億66百万円、受注残高は44億8百万円となりました。

 

（注）前年同期増減率は、前年同期とは適用される会計基準が異なることから、参考として記載しております。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　　（１）資産、負債、純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて15億90百万円増加し、988億66百万円と

なりました。これは主に現金及び預金の増加24億95百万円、商品の増加8億15百万円、流動資産その他の減少12億93百

万円等によるものです。

　一方、負債は、前連結会計年度末に比べて6億84百万円増加し、381億98百万円となりました。これは主に仕入債務

の増加62億59百万円、短期借入金の減少59億59百万円、未払法人税等の増加7億42百万円等によるものです。

　純資産は、利益剰余金の増加9億54百万円、その他有価証券評価差額金の減少3億27百万円、繰延ヘッジ損益の増加

1億29百万円、為替換算調整勘定の増加1億48百万円等により9億5百万円増加し、606億68百万円となりました。

　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、仕入債務の増加や未収消費税等の減少等

により収入が増加したため、短期借入金の返済等による支出増があったものの、前連結会計年度末に比べて24億95百

万円増加し、74億98百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加や未収消費税等の減少等がた

な卸資産の増加等を吸収し、91億65百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、主にＩＴ関連投資や投資有価証券の取得等に

より73百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により66億10百万円の支

出となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の世界経済情勢につきましては、米国や欧州で拡大した金融危機が主要国だけでなく新興国の実体経済にも波

及し、世界同時不況の様相も呈してきております。このような経済情勢のもと、第３四半期以降は、消費マインドの

一層の落ち込みが懸念されることから、セットメーカーによる在庫調整や販売価格の下落等の影響を当社の業績予想

に織り込まざるを得ない状況となっております。また、当社が保有する株式につきましても、株式相場が現在の株価

水準で推移しますと、評価損が発生する可能性があることから、かなり厳しい事業環境が予想されます。

　このようなことを踏まえ、平成21年３月期通期連結業績予想数値を以下の通り修正いたします。

 

平成21年３月期通期連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 
売上高

（百万円）

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益

（百万円）

１株当たり

当期純利益（円）

　前回発表予想（Ａ）

（平成20年５月14日）
258,000 5,450 5,500 3,300 105.49

　今回修正予想（Ｂ） 250,000 5,100 5,300 3,000 99.07

　増減額（Ｂ－Ａ） △8,000 △350 △200 △300 －

　増減率（％） △3.1 △6.4 △3.6 △9.1 －

（参考）前期実績 262,065 5,061 5,422 3,414 106.95

　　※換算レートの前提：１米ドル＝100円

 

　急激な事業環境の変化により、前回予想を修正せざるを得なくなりましたが、当社といたしましては、グループ一

丸となって企業力の強化を進め、業績の回復に全力をつくしてまいります。
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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

　法人税等の計上基準は法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

　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

  従来、商品については移動平均法による低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）が適用されたことに伴い、商品については移動平均法によ

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り下げの方法）により算定しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

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3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日以後に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、これによる損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

　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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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 7,498 5,003

受取手形及び売掛金 61,406 61,377

商品 17,517 16,702

半成工事 19 27

その他 3,875 5,169

貸倒引当金 △44 △47

流動資産合計 90,273 88,232

固定資産   

有形固定資産 5,014 4,939

無形固定資産   

のれん 82 96

その他 612 699

無形固定資産合計 694 796

投資その他の資産 2,882 3,308

固定資産合計 8,592 9,044

資産合計 98,866 97,276

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,269 25,009

短期借入金 400 6,359

未払法人税等 1,338 595

引当金 705 726

その他 922 1,217

流動負債合計 34,636 33,908

固定負債   

長期借入金 3,300 3,300

その他 262 305

固定負債合計 3,562 3,605

負債合計 38,198 37,513

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,811 14,811

資本剰余金 15,329 15,329

利益剰余金 32,576 31,621

自己株式 △811 △811

株主資本合計 61,906 60,951

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12 314

繰延ヘッジ損益 75 △54

為替換算調整勘定 △1,301 △1,450

評価・換算差額等合計 △1,237 △1,189

純資産合計 60,668 59,762

負債純資産合計 98,866 97,276



（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 129,098

売上原価 121,127

売上総利益 7,970

販売費及び一般管理費 5,300

営業利益 2,669

営業外収益  

受取利息 48

受取配当金 21

為替差益 177

その他 66

営業外収益合計 313

営業外費用  

支払利息 39

売上割引 31

その他 5

営業外費用合計 76

経常利益 2,906

特別利益  

固定資産売却益 3

投資有価証券売却益 0

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 5

特別損失  

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損 27

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 2,883

法人税等 1,289

四半期純利益 1,594



（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 2,883

減価償却費 193

のれん償却額 13

前払年金費用の増減額（△は増加） △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △69

支払利息 39

固定資産売却損益（△は益） △3

投資有価証券評価損益（△は益） 27

売上債権の増減額（△は増加） 115

たな卸資産の増減額（△は増加） △723

仕入債務の増減額（△は減少） 6,119

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,745

未払消費税等の増減額（△は減少） △7

その他 △654

小計 9,677

利息及び配当金の受取額 69

利息の支払額 △54

法人税等の支払額 △527

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,165

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 △22

有形固定資産の売却による収入 4

ソフトウエアの取得による支出 △27

投資有価証券の取得による支出 △60

投資有価証券の売却による収入 10

その他 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △73

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 4,500

短期借入金の返済による支出 △10,458

リース債務の返済による支出 △27

自己株式の純増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △624

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,610

現金及び現金同等物に係る換算差額 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,495

現金及び現金同等物の期首残高 5,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,498



　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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

デバイス事業
（百万円）

ソリューショ
ン事業
（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 122,653 6,444 129,098 － 129,098

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 122,653 6,444 129,098 － 129,098

営業利益 3,156 191 3,348 (679) 2,669

　（注）１　事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分し

ております。

２　各区分の主な製品

(1）デバイス事業……………半導体、ディスプレイ、一般電子部品

(2）ソリューション事業……電子機器

３　会計処理の方法の変更

　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

　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。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

－ 1 －



〔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）

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 91,245 36,185 1,666 129,098 － 129,098

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,392 926 4 5,323 (5,323) －

計 95,638 37,112 1,671 134,421 (5,323) 129,098

営業利益 1,658 744 106 2,509 159 2,669

　（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国または地域

(1）アジア…ホンコン、シンガポール、台湾

(2）北米……米国

　　　　３　会計処理の方法の変更

　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

　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。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

〔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）

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 77,852 867 106 78,827

Ⅱ　連結売上高（百万円） 129,098

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
60.3 0.7 0.1 61.1

　（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国または地域

(1）アジア…ホンコン、シンガポール、台湾、韓国、中国

(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また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。

－ 2 －



「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  137,718 100.0

Ⅱ　売上原価  128,900 93.6

売上総利益  8,817 6.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  5,561 4.0

営業利益  3,256 2.4

Ⅳ　営業外収益    

　　受取利息 124   

　　受取配当金 23   

　　仕入割引 10   

　　その他　 50 209 0.1

Ⅴ　営業外費用    

　　支払利息 65   

　　売上割引 46   

　　外国為替差損 35   

　　その他　 7 155 0.1

経常利益  3,310 2.4

Ⅵ　特別利益    

　　固定資産売却益 0   

　　投資有価証券売却益 143 143 0.1

Ⅶ　特別損失    

　　固定資産売却損 6   

　　固定資産除却損 2   

　　投資有価証券評価損 12 21 0.0

税金等調整前中間純利益  3,433 2.5

法人税、住民税及び事業税 1,277   

法人税等調整額 98 1,375 1.0

中間純利益  2,057 1.5

－ 3 －



（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 3,433

　減価償却費 174

　前払年金費用の増加額 △25

　貸倒引当金の増加額 7

　受取利息及び受取配当金 △148

　支払利息 65

　投資有価証券売却益 △143

　固定資産売却益 △0

　固定資産売却損 6

　投資有価証券評価損 12

　売上債権の減少額 3,802

　たな卸資産の増加額 △2,258

　仕入債務の増加額 614

　未払消費税等の増加額 2

　未収消費税等の増加額 △91

　その他の資産及び負債の増減額 △266

　その他の非資金取引 2

　小計 5,189

　利息及び配当金の受取額 148

　利息の支払額 △73

　法人税等の支払額　 △1,766

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,497

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 △33

　　　有形固定資産の売却による収入 0

　　　ソフトウェアの取得による支出 △139

　投資有価証券の取得による支出 △15

　投資有価証券の売却による収入　 231

　その他 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー 25

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　 13,148

　短期借入金の返済による支出　 △15,287

　自己株式の取得・売却による純支出 △1

　配当金の支払額 △573

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,713

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △32

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 777

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,467

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 5,245

－ 4 －
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