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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 33,594 ― 921 ― 902 ― 382 ―

20年3月期第2四半期 35,048 7.1 1,165 4.9 1,142 3.4 664 1.8

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 56.48 ―

20年3月期第2四半期 96.22 ―

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 34,508 15,877 46.0 2,344.91
20年3月期 37,177 15,683 42.2 2,316.17

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  15,877百万円 20年3月期  15,683百万円

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  

平成20年３月期期末配当金20円00銭は普通配当15円00銭と記念配当５円00銭であります。  

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 ― 15.00 ― 20.00 35.00
21年3月期 ― 18.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 18.00 36.00

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 70,800 △5.4 2,190 △25.4 2,130 △25.6 1,080 △32.3 159.50

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  

（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。  

(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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、様々な要因により上記予想数値と異なる場合があります。  

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 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 6,908,000株 20年3月期 6,908,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 136,745株 20年3月期 136,645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 6,771,280株 20年3月期第2四半期 6,905,155株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカのサブプライム住宅ローン問題に端を発し
た世界的な金融不安から実経済への影響が懸念されるなか、国内企業の収益環境も厳しさを増しつつ推移
してまいりました。  
 このような環境のもと、当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業でも、主力である北米の自
動車販売台数が前年実績を下回るなど、今後の業績への影響が懸念される状況となっております。  
 当社グループにおきましても、総力をあげて付加価値販売を推進し、売上高の確保に努めてまいりまし
た。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は335億94百万円（前年同期比4.1％減）となりまし
た。利益面では「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴うたな卸資産評価損２億78百万円を計上
したこともあり、営業利益は９億21百万円（前年同期比21.0％減）、経常利益は９億２百万円（前年同期
比21.0％減）、四半期純利益は３億82百万円（前年同期比42.4％減）となりました。  
（電子部品）  
 集積回路につきましては、車載用エンジンコントロールユニット向けＭＰＵ（マイクロプロセッサー）
を中心に、ボデー系・安全系向けＭＰＵの新規採用案件等の需要の拡大を図り売上高は増加しました。 
 半導体および一般電子部品につきましては、自動車の生産台数減少の影響を受け、売上高が減少しまし
た。 
 この結果電子部品の売上高は259億70百万円（前年同期比1.6％増）となりました。  
（電子機器）  
 ＦＡ・計測分野やＩＴプラットフォーム基盤構築分野をはじめとする、お客様目線でのソリューション
提案営業を展開しましたが、景況感の悪化に伴う設備投資マインドの急激な冷え込みにより、売上高は53
億60百万円（前年同期比27.5％減）となりました。  
（自社製造製品）  
 主要なユーザーである工作機械関連企業においても需要に陰りが見えはじめるなか、新規採用が始まっ
たドライブユニット関連で一定の需要が確保できたことや、生産管理システム等のソフトウェア受託業務
の納入ができたことにより、売上高は22億63百万円（前年同期比7.5％増）となりました。  
  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、商品及び製品の増加12億62百万円及び有形固定資産の増加
８億21百万円がありましたが、受取手形及び売掛金の減少46億29百万円があっため、前連結会計年度末に
比べ26億68百万円減少し、345億８百万円となりました。 
 負債合計は、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ28億63百万円減少し、
186億30百万円となりました。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べ１億94百万円増加して158億77百万円となり、自己資本比率は
46.0％となりました。 
  
  

今後のわが国経済につきましては、米国経済の減速の影響が、世界経済に波及していく恐れもあり、景
気先行きの不透明感を増しつつ推移するものと予想されます。  
 当社グループにおきましても、関わりの深い自動車関連ユーザーにおける自動車生産台数の減少や設備
投資の抑制など、事業環境は一層厳しくなるものと思われます。当社グループといたしましては将来に必
要な投資は継続しつつも、経費支出の見直しの徹底を図り利益の確保に努めてまいります。  
 このような状況のもと当社グループの平成21年３月期の業績予想は次のとおりであります。  
 なお、平成20年８月11日に発表しました業績予想からの変更はしておりません。  
 
     連結売上高   708億00百万円（前期比   5.4％減）  
     連結営業利益   21億90百万円（前期比 25.4％減）  
     連結経常利益   21億30百万円（前期比 25.6％減）  
     連結当期純利益  10億80百万円（前期比 32.3％減） 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

簡便な会計処理 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行なう方法によっております。 
② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予
想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14
日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準
第９号)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、経常利益及び税金等調整前
四半期純利益がそれぞれ２億78百万円減少しております。 
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」(企業会計基準委員
会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必
要な修正を行なっております。 
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
④ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年
３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連
結会計期間から早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産
として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出す
る方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が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、通常の賃貸借取引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。 
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

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)

(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 棚卸資産の評価方法

(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：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 2,526 2,813 

受取手形及び売掛金 19,969 24,599 

商品及び製品 5,514 4,252 

仕掛品 531 466 

原材料及び貯蔵品 135 256 

その他 488 463 

貸倒引当金 △3 △5 

流動資産合計 29,164 32,845 

固定資産 

有形固定資産 2,605 1,783 

無形固定資産 714 509 

投資その他の資産 

その他 2,074 2,110 

貸倒引当金 △50 △72 

投資その他の資産合計 2,023 2,037 

固定資産合計 5,343 4,331 

資産合計 34,508 37,177 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,644 12,600 

短期借入金 2,540 2,060 

1年内返済予定の長期借入金 300 300 

1年内償還予定の社債 600 300 

未払法人税等 467 811 

その他 1,009 1,215 

流動負債合計 14,561 17,287 

固定負債 

社債 － 300 

長期借入金 3,250 3,100 

退職給付引当金 566 557 

役員退職慰労引当金 251 247 

その他 0 0 

固定負債合計 4,068 4,206 

負債合計 18,630 21,493 
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（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 2,439 2,439 

資本剰余金 2,884 2,884 

利益剰余金 10,678 10,427 

自己株式 △157 △157 

株主資本合計 15,844 15,593 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 60 86 

繰延ヘッジ損益 0 1 

為替換算調整勘定 △28 1 

評価・換算差額等合計 33 89 

純資産合計 15,877 15,683 

負債純資産合計 34,508 37,177 
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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：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 33,594 

売上原価 30,445 

売上総利益 3,149 

販売費及び一般管理費 

役員退職慰労引当金繰入額 11 

給料及び手当 1,138 

退職給付引当金繰入額 65 

その他 1,012 

販売費及び一般管理費合計 2,227 

営業利益 921 

営業外収益 

受取利息 8 

受取配当金 7 

為替差益 10 

その他 9 

営業外収益合計 35 

営業外費用 

支払利息 44 

その他 9 

営業外費用合計 53 

経常利益 902 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 5 

特別利益合計 5 

特別損失 

固定資産除却損 0 

投資有価証券評価損 1 

特別損失合計 2 

税金等調整前四半期純利益 906 

法人税、住民税及び事業税 452 

法人税等調整額 71 

法人税等合計 524 

四半期純利益 382 
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(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 906 

減価償却費 64 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 

受取利息及び受取配当金 △16 

支払利息 44 

固定資産処分損益（△は益） 0 

投資有価証券評価損益（△は益） 1 

売上債権の増減額（△は増加） 4,629 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,207 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,955 

その他 △149 

小計 1,305 

利息及び配当金の受取額 16 

利息の支払額 △44 

法人税等の支払額 △793 

営業活動によるキャッシュ・フロー 483 

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 △864 

無形固定資産の取得による支出 △361 

投資有価証券の取得による支出 △7 

その他 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233 

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） 480 

長期借入れによる収入 300 

長期借入金の返済による支出 △150 

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △135 

財務活動によるキャッシュ・フロー 494 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △287 

現金及び現金同等物の期首残高 2,673 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,386 
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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。 

  

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) 
 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) 
 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) 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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 中間連結損益計算書 

(単位：百万円) 

 
  

「参考資料」

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 35,048 100.0

Ⅱ 売上原価 31,686 90.4

   売上総利益 3,362 9.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 貸倒引当金繰入額 5

 ２ 役員退職慰労引当金繰入額 11

 ３ 給与手当 1,108

 ４ 退職給付引当金繰入額 54

 ５ その他 1,016 2,196 6.3

   営業利益 1,165 3.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 16

 ２ 受取配当金 7

 ３ その他 10 33 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 41

 ２ 為替差損 7

 ３ その他 7 57 0.1

   経常利益 1,142 3.3

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 5 5 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 0

 ２ 投資有価証券売却損 1

 ３ 投資有価証券評価損 8 10 0.1

   税金等調整前中間純利益 1,136 3.2

   法人税、住民税及び事業税 454

   法人税等調整額 17 472 1.3

   中間純利益 664 1.9
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

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

 １ 税金等調整前中間純利益 1,136

 ２ 減価償却費 45

 ３ 固定資産除売却損益(△益) 0

 ４ 貸倒引当金の減少額 △7

 ５ 役員賞与引当金の増加額(△減少額) △26

 ６ 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) 0

 ７ 退職給付引当金の増加額(△減少額) △2

 ８ 受取利息及び受取配当金 △23

 ９ 支払利息 41

 10 投資有価証券評価損 8

 11 投資有価証券売却損益(△益) 1

 12 売上債権の減少額(△増加額) 1,460

 13 たな卸資産の減少額(△増加額) △408

 14 仕入債務の増加額(△減少額) △1,322

 15 その他 △234

    小計 673

 16 利息及び配当金の受取額 23

 17 利息の支払額 △39

 18 法人税等の支払額 △435

   営業活動によるキャッシュ・フロー 221

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △49

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △32

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △3

 ４ 投資有価証券の売却による収入 3

 ５ その他 0

   投資活動によるキャッシュ・フロー △80

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額(△減少額) 330

 ２ 長期借入れによる収入 200

 ３ 長期借入金の返済による支出 △700

 ４ 配当金の支払額 △120

   財務活動によるキャッシュ・フロー △290

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 11

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △139

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,394

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,255
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