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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 2,483 ― 54 ― 58 ― 24 ―

20年3月期第2四半期 2,697 △3.4 44 37.2 45 52.1 17 △23.6

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 1.97 ―

20年3月期第2四半期 2.07 ―

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 3,626 2,219 61.2 180.47
20年3月期 3,690 2,160 58.5 175.64

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,219百万円 20年3月期  2,160百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 5,590 1.5 125 6.1 110 0.0 75 0.0 6.10

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. その他をご覧ください。]  

(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. その他をご覧ください。]  

(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 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  12,305,677株 20年3月期  12,305,677株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  8,935株 20年3月期  8,540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  12,296,931株 20年3月期第2四半期  8,258,584株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・上記の平成21年３月期業績予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますので、予想に内在する不確定要因や、今後の事業運営における状況の変化等
により、実際の業績は上記に記載した予想数字と異なる場合がありますことをご了解ください。  
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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)における世界経済は、サブプライ
ムローンに端を発した金融不安がより顕在化し、当四半期の終盤に発生したリーマン・ショックをきっか
けとして世界的な金融危機へと発展いたしました。また日本経済におきましては、世界経済の不透明感が
広がる中で自動車等の輸出産業をはじめとして景気後退の様相が一段と強まりました。 
 当社が属するエレクトロニクス業界におきましては、国内における携帯電話販売台数の大幅減などの影
響による半導体・電子部品の需要の落ち込みにより市場が縮小し、それに伴い業界の競争激化により厳し
さが増しつつあります。 
 このような状況の中で当社は従来の中核事業である電子部品・半導体事業が、市場環境の悪化と競争激
化の影響を受けたことや、ＰＣ周辺事業においては、ＤＶＤメディアが商品サイクルの谷間に陥ったこと
から、売上高については、前年同期比7.9％減の24億83百万円となりました。しかしながら高付加価値を
目指した継続的な提案営業に努力した結果、営業利益については前年同期比23.9％増の54百万円、経常利
益については、前年同期比28.6％増の58百万円、四半期純利益については42.4％増の24百万円となりまし
た。 
 各事業部門別の概況は以下の通りです。 
① 半導体・一般電子部品事業 
 市場全体が縮小傾向の中、業界内の競争はさらに厳しい状況となり販売価格はそれに伴って引き続き低
迷しています。このような環境の中で付加価値が高い商品を中心に販売活動を進め、低採算の案件を手控
えた結果、売上高は前年同期比11.2%減の10億64百万円となりました。 
② マルチメディア事業 
 主要販売商品であるＤＶＤメディアについては、販売競争の激化による市場販売価格の低迷により、売
上高は前年同期比32.7％減の２億96百万円となりました。 
③ グローバル事業 
 原油高によるロシア経済の活況の影響もあり、堅調に推移したことから、売上高は前年同期比7.1％増
の６億２百万円となりました。 
④ ソリューション事業 
 競合は激化しつつあるもののプリント基盤の受注が堅調であったことから、売上高については、前年同
期比4.9％増の５億21百万円となりました。 

  

(資産） 
 流動資産は、前事業年度末に比べて33百万円減の29億42百万円となりました。これは主として、商品の
減少によります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べて30百万円減の６億84百万円となりました。これは主として、投資有
価証券の時価評価によるものです。 
 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて64百万円減の36億26百万円となりました。 
 （負債） 
 流動負債は、前事業年度末に比べて１億19百万円減の13億63百万円となりました。これは主として、買
掛金の減少によるものです。 
 固定負債は、前事業年度末に比べて４百万円減の44百万円となりました。これは主として、退職給付引
当金の減少によります。 
 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ１億23百万円減の14億７百万円となりました。 
 （純資産） 
 純資産合計は、前事業年度末に比べ59百万円増の22億19百万円となりました。これは主として、利益剰
余金の増加によります。 

  

今後の業績の見通しにつきましては、いわゆるリーマン・ショックを発端とした金融危機が実体経済に
どれだけ影響を及ぼすかが不透明ですが、現時点においては第２四半期迄と同じ基調で推移すると見てお
ります。したがって売上高につきましては、期初の予想よりも下方修正を見込むものの利益面について
は、ほぼ予想通り（平成20年５月８日開示）の見込みです。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期会計期間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。 

当第２四半期会計期間末の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、簿価切下げを行っております。 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
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)を第１四半期会計期間から適用しております。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。 

２．「リース取引に関する会計基準」(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」(企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期会計期間から早期に適用し、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
に準じた会計処理に変更しております。 
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。 
この変更による損益に与える影響額はありません。 

３．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を第１四半期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。 
この変更による損益に与える影響額は軽微であります。 

  

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
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

２．棚卸資産の評価方法

３．固定資産の減価償却費の算定方法

(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
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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 1,356,828 1,375,528 

受取手形及び売掛金 909,185 874,057 

商品 318,626 385,597 

その他 368,546 351,279 

貸倒引当金 △11,260 △11,110 

流動資産合計 2,941,925 2,975,351 

固定資産 

有形固定資産 161,854 166,358 

無形固定資産 50,926 54,973 

投資その他の資産 

その他 686,896 710,165 

貸倒引当金 △215,293 △216,995 

投資その他の資産合計 471,603 493,170 

固定資産合計 684,383 714,501 

資産合計 3,626,308 3,689,852 

負債の部 

流動負債 

買掛金 238,795 409,051 

短期借入金 830,000 830,000 

未払法人税等 6,152 7,081 

その他 288,402 236,100 

流動負債合計 1,363,349 1,482,232 

固定負債 

退職給付引当金 19,969 25,446 

役員退職慰労引当金 15,460 13,940 

その他 8,313 8,313 

固定負債合計 43,742 47,699 

負債合計 1,407,091 1,529,931 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,596,711 1,596,711 

資本剰余金 1,254,635 1,254,635 

利益剰余金 △18,931 △43,208 

自己株式 △2,184 △2,145 

株主資本合計 2,830,231 2,805,993 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △48,452 △54,399 

繰延ヘッジ損益 22,335 △6,776 

土地再評価差額金 △584,897 △584,897 

評価・換算差額等合計 △611,014 △646,072 

純資産合計 2,219,217 2,159,921 

負債純資産合計 3,626,308 3,689,852 
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(2) 【四半期損益計算書】

  【第２四半期累計期間】 

（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 2,483,401 

売上原価 1,948,393 

売上総利益 535,008 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 24,675 

給料及び手当 157,082 

退職給付費用 △1,275 

役員退職慰労引当金繰入額 3,710 

減価償却費 12,212 

貸倒引当金繰入額 150 

その他 284,463 

販売費及び一般管理費合計 481,017 

営業利益 53,991 

営業外収益 

受取利息 4,285 

受取配当金 3,709 

その他 5,311 

営業外収益合計 13,305 

営業外費用 

支払利息 8,831 

その他 587 

営業外費用合計 9,418 

経常利益 57,878 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 616 

特別利益合計 616 

特別損失 

固定資産除却損 3,143 

たな卸資産評価損 872 

投資有価証券評価損 28,438 

特別損失合計 32,453 

税引前四半期純利益 26,041 

法人税、住民税及び事業税 1,763 

四半期純利益 24,278 
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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。 

  

当第２四半期会計期間(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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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前中間損益計算書 

(単位：千円) 

 
  

  

  

  

「参考資料」

科  目

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)

金額

Ⅰ 売上高 2,697,073

Ⅱ 売上原価 2,187,907

   売上総利益 509,166

Ⅲ 販売費及び一般管理費 465,606

   営業利益 43,560

Ⅳ 営業外収益 12,435

Ⅴ 営業外費用 11,000

   経常利益 44,995

Ⅵ 特別利益 2,562

Ⅶ 特別損失 28,613

   税引前中間純利益 18,944

   法人税、住民税及び事業税 1,890

   中間純利益 17,054
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