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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 16,898 ― 843 ― 846 ― 495 ―

20年3月期第2四半期 28,298 10.9 1,729 △1.6 1,679 0.8 818 △7.1

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 21.84 21.68
20年3月期第2四半期 35.33 35.14

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 36,357 23,155 62.9 1,043.95
20年3月期 40,439 23,525 57.6 1,006.84

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,885百万円 20年3月期  23,299百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 20.00

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 33,000 △37.5 1,650 △50.5 1,600 △50.6 700 △55.3 30.82

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、３～４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、３～４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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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覧ください。なお、１株当たり当期純利益は、当第２四半期の期中平均株式数を基に算出しております。
 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  23,164,901株 20年3月期  23,164,901株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,243,328株 20年3月期  24,228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  22,714,310株 20年3月期第2四半期  23,164,179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の世界経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融不安やエネルギー・資源価

格の高騰等の影響により景気後退局面に入りました。国内経済も世界経済減速の影響を受け、企業収益の悪化や個

人消費の停滞等、非常に厳しい局面を迎えております。 

当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界におきましても、デジタル家電を始めとするエレクト

ロニクス製品全般の市場が伸び悩み、半導体メーカーの設備投資も縮小傾向が続いており、厳しい状況で推移しま

した。 

このような状況のもと、当社グループは、マーケットニーズの把握、新規顧客の開拓に努めてまいりましたが、

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高168億98百万円、営業利益８億43百万円、経常利益８億46

百万円、四半期純利益４億95百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

〔半導体設計事業〕 

半導体設計事業は、当社グループが蓄積してまいりました高度なエンジニアリング力を効果的に活用して高付加

価値製品・サービスの提供に努め、既存顧客との関係強化及び新規顧客の開拓に注力し、積極的な営業活動を展開

してまいりました。主力製品の米国ケイデンス社製半導体設計用（ＥＤＡ）ソフトウェアは、ライセンスモデルの

変更により前年同期実績には及ばなかったものの、大型契約の更新や保守契約の順調な伸長等により全体としては

堅調に推移いたしました。自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴは、顧客ニーズの取り込みとコスト削減に注力して

まいりましたが、前年同期実績には及びませんでした。また、三栄ハイテックス株式会社のＬＳＩ設計受託ビジネ

スは、厳しい環境の中、引き続き技術力の向上による競争力の強化と顧客の設計需要の包括的な取り込みに積極的

に取り組んでまいりましたが、市況悪化の影響を受け業務案件数が減少し、やはり前年同期実績には及びませんで

した。その結果、当事業の売上高は70億７百万円、営業利益は９億74百万円となりました。 

〔電子部品事業〕 

電子部品事業は、デジタル家電やＯＡ・ＦＡ市場を中心に、当社のエンジニアリング力を活かした高付加価値製

品の拡販に努めてまいりました。アイティアクセス株式会社の組み込みソフトウェア、ＯＡ機器やデジタル家電な

どの製品開発支援ビジネスは車載向けデジタル家電やデジタルテレビの販売好調に加え、産業用機器・放送機器向

けの組み込みＯＳの需要が拡大したため、ライセンス販売、受託開発案件ともに売上を大幅に伸ばしました。しか

しながら、ハードディスク部門においては、デジタル複合プリンタのカラー化、高速化が進んでいるＯＡ市場向け

出荷は堅調に推移したものの、デジタルビデオ機向け小型ハードディスクドライブの販売が前連結会計年度で終了

したことや価格競争の激化により、売上高は大幅に減少しました。また、デバイス部門においても、ゲーム機向け

ＨＤＭＩ（※）チップの出荷は堅調に推移したものの、競争激化による販売価格の下落やデジタル家電の規格の一

部見直しなど市場動向の変化により、売上は大きく減少しました。その結果、当事業の売上高は98億90百万円、営

業利益は５億51百万円となりました。 

（※）ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）とは、高精細なハイビジョン映像、音声データ、制御

信号などを一本のケーブルで高速に送受信できるインターフェース規格であり、当社は規格策定の中心であ

る米国シリコンイメージ社の代理店を行っております。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

〔日本〕 

ハードディスクドライブ、電子デバイス、自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴ等の販売が減少し、売上高は137億

63百万円、営業利益は15億25百万円となりました。 

〔アジア〕 

シンガポールにおけるハードディスクドライブの販売が減少し、売上高は31億34百万円、営業利益は１百万円と

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総資産は、363億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億82百万円減少して

おります。これは主に、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したためであります。 

一方、負債は132億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億11百万円減少しております。これは主に、借入

を返済し、法人税等を支払ったためであります。 

純資産は231億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億70百万円減少しております。これは主に、四半期純

利益を計上したものの、自己株式を取得したためであります。この結果、自己資本比率は62.9％となり、前連結会

計年度末に比べ5.3ポイント増加しております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結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。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ10億36百万円減少し、20億97百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、30億５百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払い

があったものの、税金等調整前四半期純利益を計上したことに加え、売上債権が減少したためであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、１億71百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券を取

得したためであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、37億98百万円の支出となりました。これは主に、借入金の返済や自

己株式の取得など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７月28日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

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） 

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 

１．簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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や一時差異の発生状況等

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測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

一部の連結子会社の税金費用については、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。 

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．会計処理基準等に関する事項の変更 

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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が3,660千円、税金等調整前四半期純利益

が41,918千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 「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 平成18年５月17日）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

④ 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、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。 

この結果、リース資産が有形固定資産に4,098千円計上されております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

２．追加情報 

役員退職慰労引当金 

第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社については役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役員

退職慰労引当金を計上しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益は、それぞれ2,760千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。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,097,829 3,134,442

受取手形及び売掛金 9,956,906 12,950,536

商品及び製品 3,549,778 3,206,561

前渡金 6,127,199 6,018,111

その他 460,915 745,798

貸倒引当金 △1,731 △11,864

流動資産合計 22,190,898 26,043,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,076,527 8,073,796

減価償却累計額 △3,032,990 △2,936,181

建物及び構築物（純額） 5,043,536 5,137,615

土地 5,702,397 5,702,397

その他 680,835 759,563

減価償却累計額 △405,314 △480,785

その他（純額） 275,521 278,777

有形固定資産合計 11,021,455 11,118,790

無形固定資産   

のれん 708,931 798,130

その他 220,507 258,843

無形固定資産合計 929,438 1,056,974

投資その他の資産   

投資有価証券 1,014,674 1,006,221

その他 1,385,417 1,407,692

貸倒引当金 △184,809 △194,036

投資その他の資産合計 2,215,282 2,219,877

固定資産合計 14,166,176 14,395,642

資産合計 36,357,075 40,439,228



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,514,113 3,504,150

短期借入金 2,077,200 4,379,000

未払法人税等 201,683 1,043,266

前受金 4,947,578 4,527,495

賞与引当金 129,829 －

役員賞与引当金 15,500 －

その他 549,135 898,719

流動負債合計 11,435,040 14,352,631

固定負債   

長期借入金 1,400,000 2,160,400

退職給付引当金 230,448 227,855

役員退職慰労引当金 13,410 7,100

その他 122,887 165,555

固定負債合計 1,766,746 2,560,911

負債合計 13,201,786 16,913,542

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,504,094 10,504,094

資本剰余金 9,282,678 9,282,678

利益剰余金 3,572,520 3,307,949

自己株式 △647,751 △23,997

株主資本合計 22,711,542 23,070,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,199 176,443

繰延ヘッジ損益 26,184 43,576

為替換算調整勘定 40,085 8,257

評価・換算差額等合計 173,469 228,277

新株予約権 95,458 71,708

少数株主持分 174,817 154,973

純資産合計 23,155,288 23,525,685

負債純資産合計 36,357,075 40,439,228



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 16,898,359

売上原価 13,486,409

売上総利益 3,411,949

販売費及び一般管理費 2,568,681

営業利益 843,267

営業外収益  

不動産賃貸料 250,536

その他 80,198

営業外収益合計 330,735

営業外費用  

支払利息 46,882

不動産賃貸費用 212,860

その他 68,189

営業外費用合計 327,931

経常利益 846,071

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,860

その他 1,661

特別利益合計 11,522

特別損失  

投資有価証券評価損 16,851

たな卸資産評価損 38,258

その他 4,261

特別損失合計 59,371

税金等調整前四半期純利益 798,223

法人税等 280,405

少数株主利益 21,840

四半期純利益 495,976



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 798,223

減価償却費 202,929

のれん償却額 89,199

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,860

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,593

受取利息及び受取配当金 △9,116

支払利息 46,882

売上債権の増減額（△は増加） 2,872,434

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △471,761

仕入債務の増減額（△は減少） 93,265

前受金の増減額（△は減少） 420,083

その他 31,367

小計 4,066,238

利息及び配当金の受取額 7,920

利息の支払額 △57,514

法人税等の支払額 △1,010,790

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,005,853

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 △38,303

投資有価証券の取得による支出 △116,596

その他 △16,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,356

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） △1,502,720

長期借入金の返済による支出 △1,435,800

自己株式の取得による支出 △627,078

配当金の支払額 △230,844

少数株主への配当金の支払額 △1,810

その他 △455

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,798,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,036,613

現金及び現金同等物の期首残高 3,134,442

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,097,829



 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） 

 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、テストシステム、ＬＳＩ受託設計開発 

電子部品事業…………………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組込ソフト開発 

３．当第２四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、683,406千

円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．会計処理の方法の変更 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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．会計処理基準等に関する事項の変更 ② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変

更」に記載のとおり、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、当第

２四半期連結累計期間の営業利益は、半導体設計事業で3,077千円、電子部品事業で583千円それぞれ減少し

ております。 

５．追加情報 

「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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 ２．追加情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社につ

いては役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役員退職慰労引当金を計上しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、半導体設計事業で2,760

千円減少しております。 

６．事業区分の変更 

 事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、第１四半期連結会

計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の組

織変更に合わせて、従来「電子部品事業」に含めておりましたＡＳＩＣ受託設計販売及びボード開発販売を

「半導体設計事業」に含めることとしております。 

  

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

 （１）外部顧客に対する売上高  7,007,870  9,890,488  16,898,359  －  16,898,359

 （２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 3,691  981  4,672  △4,672  －

計  7,011,561  9,891,469  16,903,031  △4,672  16,898,359

営業利益  974,971  551,850  1,526,822  △683,554  843,267



 なお、当第２四半期連結累計期間において、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報

は、次のとおりであります。 

 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） 

  

  

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

 （１）外部顧客に対する売上高  5,960,818  10,937,540  16,898,359  －  16,898,359

 （２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 3,663  －  3,663  △3,663  －

計  5,964,482  10,937,540  16,902,022  △3,663  16,898,359

営業利益  974,713  551,960  1,526,673  △683,406  843,267

〔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） 

（注）１．国又は地域は、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。 

アジア・・・・シンガポール、中国、香港 

３．当第２四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、683,406

千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．会計処理の方法の変更 

「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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．会計処理基準等に関する事項の変更 ② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変

更」に記載のとおり、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、当第

２四半期連結累計期間の営業利益は、日本で3,660千円減少しております。 

５．追加情報 

「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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 ２．追加情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社につ

いては役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役員退職慰労引当金を計上しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、日本で2,760千円減少し

ております。 

  

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円）  

消去又は全社 
(千円) 

連結
（千円） 

売上高           

 （１） 外部顧客に対する売上高  13,763,815  3,134,543  16,898,359  －  16,898,359

 （２） セグメント間の 

    内部売上高又は振替高 
 2,744,065  9,142  2,753,208  △2,753,208  －

 計  16,507,881  3,143,686  19,651,567  △2,753,208  16,898,359

 営業利益  1,525,408  1,265  1,526,673  △683,406  843,267



〔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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

     （1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ 

     （2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、ドイツ、ベルギー、イギリス、フランス 

     （3）北米・・・・・・アメリカ 

    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。 

  

  アジア ヨーロッパ 北米 計

 Ⅰ 海外売上高（千円）  4,690,268  407,298  320,178  5,417,744

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  16,898,359

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 27.8  2.4  1.9  32.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、当第２四半期連結累計期間において、自己株式1,219,100株を取得しております。この結果、当第２

四半期連結累計期間において自己株式が623,753千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が

647,751千円となっております。 

  



「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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        28,298,204  100.0

Ⅱ 売上原価        24,008,834  84.8

売上総利益        4,289,369  15.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,559,371  9.1

営業利益        1,729,998  6.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．建物賃貸料  332,442            

２．その他  53,031  385,474  1.3

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  147,594            

２．建物賃貸費用  234,135            

３．その他  53,797  435,526  1.5

経常利益        1,679,945  5.9

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  23,334            

２．固定資産売却益  8,796  32,131  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  166,300            

２．その他  11,650  177,950  0.6

税金等調整前中間純利益        1,534,126  5.4

法人税、住民税及び事業税  617,900            

法人税等調整額  75,396  693,296  2.4

少数株主利益        22,410  0.1

中間純利益        818,419  2.9

        



（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（千円）

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  1,534,126

減価償却費  273,372

のれん償却額   89,232

貸倒引当金の増加額   6,095

退職給付引当金の減少額  △910

受取利息及び受取配当金  △9,544

支払利息   147,594

投資有価証券売却益  △23,334

投資有価証券評価損   166,300

売上債権の減少額   596,815

たな卸資産・前渡金の増加額  △1,535,694

仕入債務の減少額  △297,345

前受金の増加額   1,794,049

未払消費税等の減少額 △52,310

その他流動資産の減少額   9,356

その他流動負債の減少額  △15,645

その他   84,034

小計  2,766,192

利息及び配当金の受取額   9,544

利息の支払額  △150,434

法人税等の支払額  △510,630

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,114,671

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  △48,137

有形固定資産の売却による収入   46,758

投資有価証券の取得による支出  △12,361

投資有価証券の売却による収入   89,129

その他  △159,812

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,423



  

  
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（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純減少額 △428,748

長期借入金の返済による支出  △1,441,770

親会社による配当金の支払  △137,329

少数株主への配当金の支払  △1,810

その他  △89

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,009,747

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  46,802

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  67,304

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,660,288

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,727,592

    

（３）セグメント情報 

〔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） 

 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

    ２．各事業区分に属する主要な内容 

        半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、半導体ＦＡＢ関連、ＬＳＩ受託設計開発 

       電子部品事業…………………電子デバイス、ストレージ、受託開発、組込ソフト開発 

    ３．当中間連結会計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、787,788千円であ

り、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．会計方針の変更 

当中間連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、こ

の変更による影響額は軽微であります。 

  

  
半導体設計事業

（千円） 
電子部品事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  7,566,996  20,731,207  28,298,204  －  28,298,204

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,566,996  20,731,207  28,298,204  －  28,298,204

営業費用  6,055,527  19,724,890  25,780,417  787,788  26,568,205

営業利益  1,511,469  1,006,316  2,517,786  △787,788  1,729,998



〔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） 

 （注）１．国又は地域は、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。 

      アジア・・・・シンガポール、中国 

    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787,788千円であり、その主なも

のは親会社の管理部門に係る費用です。 

    ４．会計方針の変更 

       当中間連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、こ

の変更による影響額は軽微であります。   

  

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  19,286,373  9,011,831  28,298,204  －  28,298,204

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,957,163  77,819  3,034,982  △3,034,982  －

計  22,243,536  9,089,650  31,333,187  △3,034,982  28,298,204

営業費用  19,915,592  8,899,807  28,815,400  △2,247,194  26,568,205

営業利益  2,327,943  189,843  2,517,786  △787,788  1,729,998

〔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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。 

     （1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、香港、中国、シンガポール、韓国、タイ 

         （2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、ドイツ、ベルギー、フランス 

     （3）北米・・・・・・アメリカ 

    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。 

  

  アジア ヨーロッパ 北米 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  10,500,909  467,791  336,044  11,304,744

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  28,298,204

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 37.1  1.7  1.2  40.0
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