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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 96,049 ― 938 ― 1,388 ― △233 ―

20年5月期第2四半期 109,680 △4.9 2,248 △35.3 1,984 △40.8 1,067 △42.4

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5月期第2四半期 △13.31 ―

20年5月期第2四半期 60.78 60.77

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5月期第2四半期 78,356 28,543 36.4 1,625.61
20年5月期 90,863 30,453 33.5 1,734.38

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  28,543百万円 20年5月期  30,453百万円

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5月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
21年5月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 170,000 △19.4 550 △84.8 850 △70.9 △600 ― △34.17

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 
１．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可能性があります。 
なお、上記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覧下さい。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  17,946,826株 20年5月期  17,946,826株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  388,335株 20年5月期  387,914株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  17,558,706株 20年5月期第2四半期  17,558,872株
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  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融の

混乱、経済不況と、これにともなう設備投資の停滞、個人消費の低迷に加え、株価暴落、円高の急激な進行など、

企業は100年に一度とも言われる先行きの見えない経済環境に直面しており、エレクトロニクス業界におきまして

も、長期的な視野における成長優位性に変化はないものの、足下の状況は電子部品、電子機器を含めた広い分野に

わたり厳しい事業環境となっております。 

  このような環境の中、当社グループでは、成長性拡大、収益性向上、安定性強化に基づく経営戦略を推進し、企

業体質の改善・強化を目指してまいりましたが、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960億49

百万円（前年同期比12.4％減）となりました。利益面におきましては、売上高の減による売上総利益の減少及び部

品価格の下落により、営業利益は9億38百万円（前年同期比58.3％減）となったものの、米国ドルに対して台湾ドル

安による外貨建債権等の為替差益の計上により、経常利益は13億88百万円（前年同期比30.0％減）となりました。

また四半期純利益につきましては、第２四半期連結会計期間末における株価の下落による投資有価証券評価損の計

上、国内子会社における繰延税金資産の取り崩し、ならびに連結子会社の工場閉鎖にともなう構造改革費用の計上

などにより、2億33百万円の損失となりました。 

   

事業の種類別セグメントの業績概況は次のとおりです。 

① 電子部品 

   当第２四半期連結累計期間は、海外でのＬＣＤドライバの減、国内におけるデジタルカメラ向け電子部品採用機

種の生産減、ＤＶＤ用光部品の減、半導体製造装置向け部材の減などで、売上高は849億74百万円（前年同期比

13.1％減）となりました。営業利益は売上高の減による売上総利益の減少により、16億97百万円（前年同期比

42.5％減）となりました。 

  

② 電子機器 

   当第２四半期連結累計期間は、放送局向け設備、及び鉄道向けＣＡＤなどの減により、売上高は110億75百万円

（前年同期比6.7％減）となりました。営業利益は売上高の減による売上総利益の減少により、1億70百万円（前年

同期比41.9％減）となりました。 

   

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

    当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて125億6百万円減少し、783億56百万円と

なりました。また、純資産は、前連結会計年度末に比べて19億10百万円減少し285億43百万円となり、自己資本

比率は36.4％となりました。  

  

（２）キュッシュ・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、売上債権の減少による資金の増加は

あったものの、仕入債務の減少及びたな卸資産の増加、長期借入金の返済等による資金の減少により、前連結会

計年度末に比べて7億62百万円減少し、56億77百万円となりました。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果得られた資金は26億20百万円となりました。 

  これは主に仕入債務の減少及びたな卸資産の増加により資金が減少したものの、売上債権の減少により得られ 

た資金が増加したことによるものであります。  

   （投資活動によるキュッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は2億35百万円となりました。 

    これは主に投資有価証券の取得による支出によるものであります。  

   （財務活動によるキュッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は25億63百万円となりました。 

    これは主に長期借入金の返済及び短期借入金の減少による支出によるものであります。  

   

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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  通期の見通しにつきましては、第２四半期後半から更に進んだ実体経済の急激な減速と消費の冷え込みにより、

景気動向は引き続き不透明感が継続するものと思われ、当社を取巻く環境も一段と厳しさを増すものと予想されま

す。平成21年５月期の連結業績予想につきましては、平成20年12月19日に発表しておりますように下記のとおりと

いたしました。 

（連結業績予想） 

 売上高   1,700億円    （前期比 19.4％減） 

 営業利益    5億50百万円（前期比 84.8％減） 

 経常利益    8億50百万円（前期比 70.9％減） 

 当期純損失   6億円 

  

  

 該当事項はありません。  

   

 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、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率により、一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

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、主として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、前連結会計年度以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、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。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

（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 

       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 平成

18年７月５日）が適用されたことにともない、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。 

       この変更にともなう営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。  

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、連結決算上必要な修正を行っております。 

       この変更にともなう営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。  

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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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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,740 6,507 

受取手形及び売掛金 47,555 58,067 

有価証券 1 1 

商品 12,169 11,370 

製品 424 362 

原材料 16 14 

仕掛品 755 797 

その他 1,774 2,476 

貸倒引当金 △13 △152 

流動資産合計 68,424 79,445 

固定資産   

有形固定資産 5,691 5,888 

無形固定資産   

のれん 16 19 

その他 1,295 1,302 

無形固定資産合計 1,311 1,321 

投資その他の資産   

その他 3,116 4,401 

貸倒引当金 △186 △192 

投資その他の資産合計 2,929 4,208 

固定資産合計 9,932 11,418 

資産合計 78,356 90,863 
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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11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,844 29,912 

短期借入金 10,320 12,346 

1年内返済予定の長期借入金 338 6,177 

1年内償還予定の社債 1,000 1,000 

未払法人税等 325 419 

その他 1,905 2,508 

流動負債合計 37,734 52,364 

固定負債   

長期借入金 9,250 4,900 

退職給付引当金 2,398 2,426 

その他 430 719 

固定負債合計 12,079 8,045 

負債合計 49,813 60,410 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,611 2,611 

資本剰余金 3,608 3,608 

利益剰余金 25,624 26,070 

自己株式 △879 △879 

株主資本合計 30,964 31,410 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △106 261 

繰延ヘッジ損益 1 △2 

土地再評価差額金 △474 △474 

為替換算調整勘定 △1,840 △740 

評価・換算差額等合計 △2,421 △956 

純資産合計 28,543 30,453 

負債純資産合計 78,356 90,863 
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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６月１日 

 至 平成20年11月30日) 

売上高 96,049 

売上原価 89,158 

売上総利益 6,891 

販売費及び一般管理費 5,953 

営業利益 938 

営業外収益  

受取利息 46 

受取配当金 36 

為替差益 392 

その他 233 

営業外収益合計 709 

営業外費用  

支払利息 194 

その他 64 

営業外費用合計 259 

経常利益 1,388 

特別利益 0 

特別損失  

投資有価証券評価損 773 

その他 74 

特別損失合計 848 

税金等調整前四半期純利益 540 

法人税、住民税及び事業税 371 

法人税等調整額 403 

四半期純損失（△） △233 
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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９月１日 

 至 平成20年11月30日) 

売上高 46,414 

売上原価 43,118 

売上総利益 3,296 

販売費及び一般管理費 2,872 

営業利益 424 

営業外収益  

受取利息 21 

為替差益 179 

その他 117 

営業外収益合計 318 

営業外費用  

支払利息 91 

その他 32 

営業外費用合計 123 

経常利益 619 

特別利益 0 

特別損失  

投資有価証券評価損 720 

その他 73 

特別損失合計 794 

税金等調整前四半期純損失（△） △174 

法人税、住民税及び事業税 339 

法人税等調整額 41 

四半期純損失（△） △555 
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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６月１日 
 至 平成20年11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 540 

減価償却費 209 

受取利息及び受取配当金 △83 

仕入割引 △115 

支払利息 194 

投資有価証券評価損益（△は益） 773 

売上債権の増減額（△は増加） 7,225 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,550 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,852 

未払消費税等の増減額（△は減少） 488 

その他 △749 

小計 3,081 

利息及び配当金の受取額 83 

仕入割引の受取額 115 

利息の支払額 △177 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △482 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,620 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △220 

その他 △15 

投資活動によるキャッシュ・フロー △235 

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） △783 

長期借入れによる収入 4,400 

長期借入金の返済による支出 △5,860 

配当金の支払額 △315 

その他 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,563 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △584 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △762 

現金及び現金同等物の期首残高 6,440 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,677 
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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。 

   

 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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日） 

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日）  

  

 （注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している取扱商品・製品区分によっております。 

２．各事業区分の主な商品・製品の名称 

(1）電子部品…メモリ、マイコン、ASIC、表示素子、半導体素子、電気機材、一般電子部品、スイッチ製品、

マイコン・ASIC開発ソフト 

(2）電子機器…情報機器、生産設備機器、情報通信関連製品、PCシステムソフト、OEM量産製品 

３．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） 

       「定性的情報・財務諸表等」４（3）②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。なお、これによる当

第２四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

      （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） 

       「定性的情報・財務諸表等」４（3）③に記載のとおり、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、これによる当第２四半期連結累計期間のセグメント情報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  40,467  5,947  46,414  －  46,414

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 20  121  141  (141)  －

計  40,487  6,068  46,556  (141)  46,414

営業利益  743  98  842  (417)  424

  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  84,974  11,075  96,049  －  96,049

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 42  211  254  (254)  －

計  85,017  11,286  96,304  (254)  96,049

営業利益  1,697  170  1,868  (929)  938
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〔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９月１日 至 平成20年11月30日）   

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11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主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、中華人民共和国 

(2）米 州…アメリカ合衆国 

(3）その他…ドイツ連邦共和国 

３．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） 

       「定性的情報・財務諸表等」４（3）②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。なお、これによる当

第２四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

      （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） 

       「定性的情報・財務諸表等」４（3）③に記載のとおり、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、これによる当第２四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。 

  

  日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

米州 
（百万円） 

その他 
（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 
 27,723  18,084  408  198  46,414  －  46,414

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,397  112  0  －  1,509  (1,509)  －

計  29,120  18,196  408  198  47,924  (1,509)  46,414

営業利益又は 

営業損失（△） 
 185  312  15  △5  507  (83)  424

  日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

米州 
（百万円） 

その他 
（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 
 55,959  38,826  769  494  96,049  －  96,049

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,033  225  0  －  3,259  (3,259)  －

計  58,993  39,052  769  494  99,309  (3,259)  96,049

営業利益又は 

営業損失（△） 
 463  540  14  △7  1,011  (73)  938
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当第２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11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．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、タイ王国、大韓民国、中華人民 

    共和国 

(2）米 州…アメリカ合衆国 

(3）その他…ドイツ連邦共和国、チェコ共和国 

３．海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会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。 

   

  

〔海外売上高〕 

  アジア 米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  21,868  409  215  22,492

Ⅱ 連結売上高（百万円）        46,414

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 47.1  0.9  0.5  48.5

  アジア 米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  46,702  770  523  47,996

Ⅱ 連結売上高（百万円）        96,049

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 48.6  0.8  0.6  50.0

（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。 
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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６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高            109,680  100.0

Ⅱ 売上原価            101,116  92.2

売上総利益        8,563  7.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        6,315  5.7

営業利益        2,248  2.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  46            

２．受取配当金  24            

３．仕入割引  76            

４．営業権譲渡益  58            

５. その他  90  296  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  174            

２．為替差損  354            

３．その他  31  560  0.5

経常利益        1,984  1.8

Ⅵ 特別利益        105  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  0            

２．投資有価証券評価損  115  116  0.1

税金等調整前中間純利益        1,973  1.8

法人税、住民税及び事業
税  903            

法人税等調整額  2  906  0.8

中間純利益        1,067  1.0
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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６月１日 
至 平成19年11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  1,973

 減価償却費  219

 貸倒引当金の増加額  40

 役員賞与引当金の減少額  △55

 退職給付引当金の減少額  △17

 受取利息及び受取配当金  △71

 仕入割引  △76

 支払利息  174

 売上債権の増加額  △8,127

 たな卸資産の増加額  △346

 仕入債務の増加額  4,518

 未払消費税等の増加額  144

 その他  △496

小計  △2,120

 利息及び配当金の受取額  72

 仕入割引の受取額  76

 利息の支払額  △170

 法人税等の支払額  △1,178

 法人税等の還付額  118

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,202

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出  △240

 投資有価証券の売却による収入  205

 有形固定資産の取得による支出  △45

 無形固定資産の取得による支出  △76

 その他  25

投資活動によるキャッシュ・フロー  △131

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の純増加額  4,293

 長期借入れによる収入  700

 長期借入金の返済による支出  △1,110

 株式の発行による収入  5

 配当金の支払額  △351

 その他  △4

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,532

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △326

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △128

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,479

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  6,351
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前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

  

 （注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している取扱商品・製品区分によっております。 

    ２．各事業区分の主な商品・製品の名称 

     (1）電子部品…メモリ、マイコン、ASIC、表示素子、半導体素子、電気機材、一般電子部品、スイッチ製品、

マイコン・ASIC開発ソフト 

     (2）電子機器…情報機器、生産設備機器、情報通信関連製品、PCシステムソフト、OEM量産製品 

    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（994百万円）の主なものは、中間連結財務

諸表提出会社本社総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11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主な地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、中華人民共和国 

     (2）米 州…アメリカ合衆国 

     (3）その他…ドイツ連邦共和国 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  97,815  11,865  109,680  －  109,680

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 169  274  444  (444)  －

計  97,984  12,140  110,125  (444)  109,680

営業費用  95,033  11,846  106,880  551  107,432

営業利益  2,951  293  3,244  (996)  2,248

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
米州 

（百万円） 
その他 

（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 
 63,597  44,128  1,061  893  109,680  －  109,680

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,823  203  0  －  4,027  (4,027)  －

計  67,421  44,332  1,062  893  113,708  (4,027)  109,680

営業費用  65,701  43,908  1,029  838  111,478  (4,046)  107,432

営業利益  1,719  423  32  54  2,229  18  2,248
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〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11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．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、タイ王国、大韓民国、中華人民 

    共和国 

     (2）米 州…アメリカ合衆国 

     (3）その他…ドイツ連邦共和国、チェコ共和国 

    ３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会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 米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  54,164  1,187  1,287  56,639

Ⅱ 連結売上高（百万円）    109,680

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 49.4  1.1  1.1  51.6
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