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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 57,094 ― 833 ― 743 ― 319 ―

20年3月期第2四半期 63,685 16.1 926 8.7 750 △6.6 410 △7.3

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 44.77 ―

20年3月期第2四半期 57.44 ―

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 37,738 9,545 23.8 1,254.79
20年3月期 40,969 9,670 22.1 1,266.08

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,969百万円 20年3月期  9,050百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 25.00

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 108,000 △16.0 1,650 △28.4 1,250 △24.7 550 △34.6 76.94

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、６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、６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） 

 

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  7,148,400株 20年3月期  7,148,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  313株 20年3月期  264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  7,148,103株 20年3月期第2四半期  7,148,136株



※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に掲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、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、５ページ「定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．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。  



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 

 サブプライムローン問題に端を発した米国金融市場の混乱は、為替市場の急激な変動や株価の大幅な下落を引き起

こし、世界規模の金融危機へと拡大いたしました。わが国におきましても、原材料価格の高騰や欧米向け輸出の減少

等から企業業績が伸び悩み、設備投資の減少が見られたほか、物価高や株価の低迷から個人消費も冷え込み、景気の

先行きに対する不透明感が一層強まりました。当社グループが関連しておりますエレクトロニクス業界におきまして

は、第１四半期は期待は下回ったものの北京オリンピックに伴う需要増もあり、デジタル家電製品の販売は比較的堅

調に推移いたしましたが、第２四半期の後半には、景気の先行き不透明感から需要の落ち込みが鮮明になってまいり

ました。 

 当社グループにおきましては、携帯電話向けにLCDや基板等の販売が好調に推移したものの、当社の主力商品であ

るCCD/CMOSセンサーの販売は、デジタルスチルカメラ向け・携帯電話向け共に減少いたしました。また、企業の設備

投資が減少している影響から、企業向けAV機器の販売や産業用カメラの販売も伸び悩みました。営業利益につきまし

ても、売上高減少の影響により前年同期と比較して減少いたしました。一方、経常利益につきましては、為替差損の

減少によって営業外損益が改善し、微減にとどまりました。四半期純利益につきましては、法人税等の負担率の上昇

により、前年同期と比較して減少いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は570億94百万円（前年同期比10.3％減）、営業利益は８億33百万

円（前年同期比10.0％減）、経常利益は７億43百万円（前年同期比0.9％減）、四半期純利益は３億19百万円（前年

同期比22.1％減）となりました。 

 事業のセグメント別の業績は、次のとおりであります。 

・電子部品販売事業 

 電子部品販売事業におきましては、景気の先行き不透明感が強まったことから、第２四半期の後半からデジタル

家電製品を中心に消費が低迷し、電子部品の需要が減少した結果、当社の業績も前年同期を下回りました。特に当

社の主力アプリケーションでありますデジタルスチルカメラ向けイメージセンサーやバッテリーの販売は、顧客の

生産減の影響で受注が落ち込み、大きく減少いたしました。一方、当社のもう一つの主力アプリケーションであり

ます携帯電話向けの販売につきましては、基板、LCD及びLCD用バックライト等の販売が好調でありました。また、

当社が従前より注力しております海外半導体の販売につきましては、一部ベンダーの製品に減少が見られました

が、液晶パネルの販売が新たに軌道に乗り、デジタルフォトフレーム向けやカーナビゲーション向けに伸長いたし

ました。アジア地域におきましては、ローカル顧客向けの光学ピックアップ商品のほか、デジタルスチルカメラ向

けバッテリーやマイコンが減少いたしました。 

 以上の結果、売上高は460億37百万円（前年同期比12.7％減）、営業利益は８億23百万円（前年同期比18.0％

減）となりました。 

・電子機器販売事業 

 電子機器販売事業におきましては、企業業績の伸び悩みにより設備投資が減少傾向にあったことから、ビデオ会

議システム等の企業向けAV機器の販売や、半導体製造装置向け産業用カメラ等の販売が減少いたしました。一方、

放送マーケット向けビジネスにつきましては、新規に取り扱いを開始した海外メーカー製のHD（ハイデフィニショ

ン）フォーマット変換機が在京キー局に採用される等、新商材発掘の成果が結実し始めました。また、HDフォーマ

ットの番組が増えていることから、ポストプロダクション（番組制作において編集作業を担当するスタジオ・製作

会社）向けにHD放送関連機器及びシステムの販売が伸長したほか、同商品の利益率が向上いたしました。比較的高

利益率の教育用AVシステム及びコンシューマー向けセキュリティビジネスにつきましては、前年同期の業績を上回

り、電子機器販売事業の利益増加に貢献いたしました。 

 以上の結果、売上高は110億56百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は３億64百万円（前年同期比27.4％増）

となりました。 
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 所在地別セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

・日本 

 日本におきましては、事業の種類別セグメントで記載いたしましたように、電子部品の販売が携帯電話向けに好

調でありましたが、デジタルスチルカメラ向けにつきましては顧客の生産減の影響もあって減少いたしました。電

子機器の販売につきましては、半導体製造装置向け産業用カメラ等の販売が減少したものの、HD放送関連機器及び

システムの売上高・利益率、比較的高利益率の教育用AVシステム及びコンシューマー向けセキュリティビジネスの

売上高が増加いたしました。 

 以上の結果、売上高は484億83百万円（前年同期比11.7％減）、営業利益は10億18百万円（前年同期比1.2％減）

となりました。 

・アジア 

 アジアにおきましては、ローカル顧客向け光学ピックアップ商品やデジタルスチルカメラ向け部品の売上が減少

したものの、携帯電話向けイメージセンサーやイメージセンシングビジネスのセキュリティカメラの販売増により

全体としては売上高が増加いたしました。しかし、売上総利益率の低下により、営業利益は前年同期を下回りまし

た。 

 以上の結果、売上高は154億88百万円（前年同期比5.1％増）、営業利益は１億85百万円（前年同期比27.9％減）

となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

・財務状態の分析 

①流動資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、365億46百万円（前連結会計年度末は395億73百万

円）となり、30億26百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少（288億18百万円から231

億63百万円へ56億54百万円減）が、現金及び預金の増加（59億74百万円から74億24百万円へ14億50百万円増）及

びたな卸資産の増加（35億37百万円から44億31百万円へ８億93百万円増）により一部相殺されたことによるもの

であります。  

②固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、11億91百万円（前連結会計年度末は13億95百万円）

となり、２億４百万円減少いたしました。これは、投資その他の資産の減少（９億６百万円から６億55百万円へ

２億50百万円減）及び無形固定資産の減少（２億16百万円から１億66百万円へ49百万円減）が、有形固定資産の

増加（２億73百万円から３億69百万円へ96百万円増）により相殺されたことによるものであります。投資その他

の資産の減少は主に、投資有価証券の売却や、子会社の共信コミュニケーションズ株式会社の本社事務所移転に

伴う差入保証金の返還による減少等によるものであります。また、有形固定資産の増加は主に、リース取引に関

する会計基準の適用に伴うものであります。 

③流動負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は233億91百万円（前連結会計年度末は270億89百万円）

となり、36億97百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（205億15百万円から185億79

百万円へ19億36百万円減）、１年内返済予定の長期借入金の減少（17億21百万円から７億96百万円へ９億25百万

円減）及び短期借入金の減少（６億79百万円から１億96百万円へ４億83百万円減）によるものであります。 

④固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、48億１百万円（前連結会計年度末は42億10百万円）

となり、５億91百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の増加（37億58百万円から43億10百万円へ５

億52百万円増）によるものであります。 

⑤純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、95億45百万円（前連結会計年度末は96億70百万円）と

なり、１億25百万円減少いたしました。これは主に、評価・換算差額等の減少（53百万円から△１億68百万円へ

２億22百万円減）及び少数株主持分の減少（６億20百万円から５億75百万円へ44百万円減）が、利益剰余金の増

加（59億91百万円から61億33百万円へ１億41百万円増）により一部相殺されたことによるものであります。 
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・キャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー計算書の概要は以下のとおりであります。 

現金及び現金同等物の四半期末残高         74億24百万円（前連結会計年度末比14億50百万円増） 

営業活動によるキャッシュ・フロー          28億44百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー           △ 11百万円 

財務活動によるキャッシュ・フロー        △10億96百万円 

現金及び現金同等物に係る換算差額    △２億86百万円 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、売上債権の52億81百万円の減少及び税金等調整前四半期純利益７

億17百万円が、仕入債務の13億59百万円の減少、たな卸資産の10億45百万円の増加及び法人税等の支払額５億29百

万円により一部相殺されたことによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、有形固定資産の取得による支出46百万円及びその他による支出35

百万円が、投資有価証券の売却による収入63百万円及び有形固定資産の売却による収入８百万円により一部相殺さ

れたことによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に、短期借入金の純減額４億76百万円、長期借入金の純減額３億73百

万円及び配当金の支払（少数株主への支払含む）２億８百万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 

 第３四半期以降の経済環境につきましては、米国発の金融危機が実体経済を一段と悪化させ、世界的な景気後退の

様相が更に強まるものと思われます。当社グループが関連するエレクトロニクス業界につきましても、景気の低迷に

伴う企業の投資意欲減退及び消費者の買い控え、市場競争激化による更なる販売価格の下落等により、今後も厳しい

事業環境が続くものと予想しております。 

 当第２四半期連結累計期間の業績は期初の予想を大きく上回りましたが、当面の厳しい事業環境が第３四半期以降

の当社グループ業績に影響を及ぼすであろうことを鑑み、平成20年５月９日発表の通期の業績予想を以下の通り修正

いたします。  

売上高     1,080億０百万円（前連結会計年度比 16.0％減） 

営業利益      16億50百万円（前連結会計年度比 28.4％減） 

経常利益      12億50百万円（前連結会計年度比 24.7％減） 

当期純利益        ５億50百万円（前連結会計年度比 34.6％減） 

 この業績予想の前提となる下半期為替レートとしては１米ドル＝100円を採用しております。 
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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 

 １．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出は、一部の連結子会社において実地棚卸を省略し、前連結会計年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

（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 

 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。 

 その他会計処理基準に関する事項の変更につきましては、17ページ「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」をご参照ください。 
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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。 

（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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20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） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業は、製品市場の類似性を考慮し、半導体・電子部品等の販売を行う「電子部品販売事

業」と、電子機器・記録媒体品・製品等の販売を行う「電子機器販売事業」とに区分しております。 

２．各区分に属する主要な商・製品 

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354百万円であります。主な内容

は当社の総務・経理部門及び情報システム部門に係る費用であります。 

４．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） 

 「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」１．(1)に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営

業利益が、電子部品販売事業で55百万円減少、電子機器販売事業で17百万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） 

 「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」１．(2)に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、電子部品販売事業で６百万円減少し、電子機器販売事業に

与える影響は軽微であります。 

 
電子部品 
（百万円） 

電子機器 
（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 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 

  

22,103 

 

－ 

 

6,940 

 

－ 

 

29,044 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

29,044 

 

－ 

計 22,103 6,940 29,044 － 29,044 

営業利益 428 503 931 (158) 772 

 
電子部品 
（百万円） 

電子機器 
（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 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 

  

46,037 

 

－ 

 

11,056 

 

－ 

 

57,094 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

57,094 

 

－ 

計 46,037 11,056 57,094 － 57,094 

営業利益 823 364 1,188 (354) 833 

事業区分 主要商・製品

電子部品販売事業 半導体、ピックアップユニット等 

電子機器販売事業 音響映像機器、システム製品、記録媒体品、教育用ソフトウェア等 
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 （リース取引に関する会計基準の適用） 

 「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」１．(3)に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より、「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））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

期間の営業利益が、電子部品販売事業、電子機器販売事業で、それぞれ１百万円増加しております。また、

全社に与える影響は軽微であります。 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

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．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主な内訳は次のとおりであります。 

アジア……大韓民国、中国、シンガポール 

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354百万円であります。主な内容

は当社の総務・経理部門及び情報システム部門に係る費用であります。 

４．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） 

 「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」１．(1)に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営

業利益が、日本で23百万円減少し、アジアで50百万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） 

 「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」１．(2)に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、アジアで６百万円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

 「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」１．(3)に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より、「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））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

期間の営業利益が、日本で３百万円増加しております。 

 
日本 

（百万円） 
アジア 
（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 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 

 

21,037 

 

3,184 

 

8,006 

 

5 

 

29,044 

 

3,189 

 

－ 

 

(3,189) 

 

29,044 

 

－ 

計 24,221 8,012 32,233 (3,189) 29,044 

営業利益 801 143 944 (171) 772 

 
日本 

（百万円） 
アジア 
（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 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 

 

41,647 

 

6,835 

 

15,446 

 

41 

 

57,094 

 

6,877 

 

－ 

 

(6,877) 

 

57,094 

 

－ 

計 48,483 15,488 63,972 (6,877) 57,094 

営業利益 1,018 185 1,204 (370) 833 
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ｃ．海外売上高 

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） 

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．当該区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

アジア……大韓民国、中国、シンガポール 

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。 

  アジア 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,027 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 29,044 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
48.3 

  アジア 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 27,248 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 57,094 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
47.7 
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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 7,424 5,974

受取手形及び売掛金 23,163 28,818

商品 4,217 3,085

製品 11 13

原材料 6 7

仕掛品 196 425

その他 1,564 1,291

貸倒引当金 △37 △41

流動資産合計 36,546 39,573

固定資産   

有形固定資産 ※1  369 ※1  273

無形固定資産 166 216

投資その他の資産   

その他 ※2  724 ※2  944

貸倒引当金 △68 △37

投資その他の資産合計 655 906

固定資産合計 1,191 1,395

資産合計 37,738 40,969

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  18,579 ※2  20,515

短期借入金 196 679

1年内償還予定の社債 2,500 2,500

1年内返済予定の長期借入金 796 1,721

未払法人税等 232 536

賞与引当金 315 338

役員賞与引当金 － 23

その他 771 775

流動負債合計 23,391 27,089

固定負債   

長期借入金 4,310 3,758

退職給付引当金 259 297

役員退職慰労引当金 92 150

その他 139 3

固定負債合計 4,801 4,210

負債合計 28,193 31,299
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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 1,433 1,433

資本剰余金 1,571 1,571

利益剰余金 6,133 5,991

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,138 8,996

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38 72

為替換算調整勘定 △207 △19

評価・換算差額等合計 △168 53

少数株主持分 575 620

純資産合計 9,545 9,670

負債純資産合計 37,738 40,969
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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 57,094

売上原価 52,508

売上総利益 4,585

販売費及び一般管理費 ※1  3,752

営業利益 833

営業外収益  

受取利息 24

受取配当金 2

その他 18

営業外収益合計 46

営業外費用  

支払利息 66

為替差損 32

売上債権売却損 31

その他 5

営業外費用合計 136

経常利益 743

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5

固定資産売却益 1

投資有価証券売却益 33

会員権売却益 2

特別利益合計 42

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 12

会員権評価損 6

リース会計基準適用に伴う影響額 2

減損損失 45

特別損失合計 68

税金等調整前四半期純利益 717

法人税、住民税及び事業税 237

法人税等調整額 128

法人税等合計 366

少数株主利益 31

四半期純利益 319
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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) 

売上高 29,044

売上原価 26,383

売上総利益 2,661

販売費及び一般管理費 ※1  1,888

営業利益 772

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 0

その他 9

営業外収益合計 22

営業外費用  

支払利息 33

為替差損 157

売上債権売却損 14

その他 1

営業外費用合計 206

経常利益 588

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 33

会員権売却益 2

特別利益合計 36

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 4

会員権評価損 6

減損損失 45

特別損失合計 57

税金等調整前四半期純利益 567

法人税、住民税及び事業税 87

法人税等調整額 137

法人税等合計 225

少数株主利益 49

四半期純利益 292
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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 717

減価償却費 145

減損損失 45

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △58

固定資産売却損益（△は益） △1

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損益（△は益） 12

投資有価証券売却損益（△は益） △33

リース会計基準適用に伴う影響額 2

受取利息及び受取配当金 △27

支払利息 66

為替差損益（△は益） 28

売上債権の増減額（△は増加） 5,281

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,045

仕入債務の増減額（△は減少） △1,359

その他 △356

小計 3,413

利息及び配当金の受取額 27

利息の支払額 △67

法人税等の支払額 △529

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,844

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 △46

有形固定資産の売却による収入 8

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 63

その他 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △11

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） △476

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,373

リース債務の返済による支出 △37

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △178

少数株主への配当金の支払額 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,096
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（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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,450

現金及び現金同等物の期首残高 5,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  7,424
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６．その他の情報 

【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】 

  
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） 

１．会計処理基準に関する事

項の変更 

(1)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、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

価切り下げの方法）によっておりま

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73百

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。 

 (2)「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、連結決算上必要な修正

を行っております。 

 これにより、当第２四半期連結累計

期間の営業利益は６百万円減少し、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益

は17百万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。 
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【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

 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） 

 (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

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））を平成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。 

 これにより、当第２四半期連結累計

期間の営業利益は、３百万円増加し、

経常利益は１百万円増加しておりま

す。また、税金等調整前四半期純利益

は１百万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。 

  
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） 

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒

実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績

率等を使用して貸倒見積高を算定して

おります。 

２．たな卸資産の評価方法  当第２四半期連結会計期間末の棚卸

高の算出は、一部の連結子会社におい

て実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な

方法により算定しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

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 
（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は513百万円であり

ます。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は399百万円であり

ます。 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

        投資有価証券   7 百万円          投資有価証券  12 百万円  

                

   上記に対する債務額    上記に対する債務額     

    支払手形及び買掛金   31 百万円      支払手形及び買掛金  55 百万円  

              

 ３．債権流動化に伴う買戻義務    607 百万円   ３．債権流動化に伴う買戻義務   2,480 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） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

    給与及び賞与   1,095 百万円  

    賞与引当金繰入額    315 百万円  

    役員退職慰労引当金繰入額   16 百万円  

    退職給付費用   97 百万円  

    貸倒引当金繰入額   14 百万円  

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） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

    給与及び賞与   560 百万円  

    賞与引当金繰入額    160 百万円  

    役員退職慰労引当金繰入額   7 百万円  

    退職給付費用   43 百万円  

    貸倒引当金繰入額   15 百万円  
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  普通株式           7,148,400株 

２．自己株式の種類及び株式数 

  普通株式              313株 

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

  配当金支払額 

（有価証券関係） 

当第２四半期連結会計期間末において、前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

当第２四半期連結会計期間末において、前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

 該当事項はありません。 

（企業結合等関係）  

 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） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額と関係 

（平成20年９月30日現在）

  

現金及び預金勘定 7,424百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △0百万円

現金及び現金同等物 7,424百万円

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年５月26日 

取締役会 
普通株式 178 25 平成20年３月31日 平成20年６月11日 利益剰余金
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（１株当たり情報） 

 １．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません 

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 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,254.79円 １株当たり純資産額 1,266.08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） 

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） 

１株当たり四半期純利益金額 44.77円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり四半期純利益金額 40.95円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

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） 

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） 

四半期純利益（百万円） 319 292 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 319 292 

期中平均株式数（千株） 7,148 7,148 
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「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   63,685 100.0 

Ⅱ 売上原価   59,009 92.7 

売上総利益   4,675 7.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,749 5.8 

営業利益   926 1.5 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息及び配当金 49     

２．仕入割引 8     

３．その他 24 82 0.1 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 78     

２．売上債権売却損 38     

３．為替差損 132     

４．その他 9 259 0.4 

経常利益   750 1.2 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 1     

２．貸倒引当金戻入額 43     

３．投資有価証券売却益 2 47 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 3     

２．投資有価証券評価損 16     

３．会員権売却損 0     

４．子会社本社移転損失
引当金繰入額 

25 45 0.1 

税金等調整前中間純利益   752 1.2 

法人税、住民税及び事業
税 351     

法人税等調整額 △46 304 0.5 

少数株主利益   37 0.1 

中間純利益   410 0.6 
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（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 752 

減価償却費 159 

貸倒引当金の減少額 △46 

退職給付引当金の減少額 △20 

役員退職慰労引当金の
増加額 17 

投資有価証券売却益 △2 

投資有価証券評価損  16 

固定資産売却益 △1 

固定資産除却損 3 

受取利息及び配当金 △49 

支払利息 78 

為替差損 14 

売上債権の減少額 1,688 

棚卸資産の減少額 1,044 

仕入債務の減少額 △2,957 

その他 △337 

小計 360 

利息及び配当金の受取額  49 

利息の支払額 △76 

法人税等の支払額 △94 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 238 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  

定期預金の預入による支
出 

△0 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△24 

有形固定資産の売却によ
る収入 1 

投資有価証券の取得によ
る支出  

△0 

投資有価証券の売却によ
る収入 52 

その他 △6 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 20 
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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） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の増加額 519 

長期借入金の返済による
支出  

△594 

長期借入れによる収入  300 

配当金の支払額 △142 

少数株主への配当金の支
払額  

△26 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 56 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 34 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 350 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 5,429 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

5,780 
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業は、製品市場の類似性を考慮し、半導体・電子部品等の販売を行う「電子部品販売事

業」と、電子機器・記録媒体品・製品等の販売を行う「電子機器販売事業」とに区分しております。 

２．各区分に属する主要な商・製品 

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 

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） 

 （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主な内訳は次のとおりであります。 

アジア……大韓民国、中国、シンガポール 

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 

 
電子部品 
（百万円） 

電子機器 
（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 52,760 10,925 63,685 － 63,685 

（2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － 

計 52,760 10,925 63,685 － 63,685 

営業費用 51,755 10,639 62,394 364 62,758 

営業利益 1,004 285 1,290 (364) 926 

事業区分 主要商・製品

電子部品販売事業 半導体、ピックアップユニット等 

電子機器販売事業 音響映像機器、システム製品、記録媒体品、教育用ソフトウェア等 

 
前中間連結
会計期間 
（百万円） 

当中間連結
会計期間 
（百万円） 

前連結会計
年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項
目に含めた配賦不
能営業費用の金額 

402 364 711 
当社の総務・経理部門及び情報シ
ステム部門に係る費用でありま
す。 

 
日本 

（百万円） 
アジア 
（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 49,119 14,565 63,685 － 63,685 

（2）セグメント間の内部売上高又は振替高 5,765 167 5,933 (5,933) － 

計 54,885 14,733 69,618 (5,933) 63,685 

営業費用 53,854 14,476 68,330 (5,571) 62,758 

営業利益 1,030 257 1,288 (361) 926 
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ｃ．海外売上高 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．当該区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

      アジア……大韓民国、中国、シンガポール 

    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。 

 
前中間連結
会計期間 
（百万円） 

当中間連結
会計期間 
（百万円） 

前連結会計
年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項
目に含めた配賦不
能営業費用の金額 

402 364 711 
当社の総務・経理部門及び情報シ
ステム部門に係る費用でありま
す。 

  アジア 

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) 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 25,807 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 63,685 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 40.5 
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