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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,877 18.8 94 35.4 112 55.2 62 54.6
20年3月期第3四半期 1,580 △4.0 69 △76.9 72 △75.8 40 △77.6

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3四半期 211.34 ―

20年3月期第3四半期 133.98 ―

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3四半期 2,134 1,887 88.4 6,502.12
20年3月期 2,131 1,867 87.6 6,288.27

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,887百万円 20年3月期  1,867百万円

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 ― ― ― 80.00 80.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 80.00 80.00

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  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 2,400 5.8 120 6.4 120 2.2 64 25.8 214.01

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、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。]  

(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、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) 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3四半期  304,023株 20年3月期  304,023株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  13,740株 20年3月期  7,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  295,216株 20年3月期第3四半期  301,296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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なることがあります。  



当第３四半期累計期間（平成20年４月1日～12月31日）におけるわが国の経済は、米国のサブプライム

問題に端を発した金融危機が実体経済にも波及し、外需の減速と内需の停滞及び円高などが加わり収益環

境が悪化しつつある状況下、半導体市場におきましても、設備投資抑制、生産調整等厳しい状況となって

きております。 

このような環境下で、当社の当第３四半期累計期間の売上高は18億77百万円（前年同期比18.8%増）と

なりました。これは、取引先に対する積極的な営業活動の結果、テスト開発業務が順調に推移したことに

よるものであります。損益につきましては、売上の増加及び製造費用を抑制したことにより、営業利益は

94百万円（前年同期比35.4%増）、経常利益は１億12百万円（前年同期比55.2%増）、四半期純利益は62百

万円（前年同期比54.6%増）となりました。なお、第３四半期会計期間末（平成20年12月31日現在）の受

注残は６億42百万円となっており、引き続き高水準の受注を維持しております。 

  

事業部門別の状況は、次の通りであります。 

  

〔ＬＳＩ開発事業〕 

ＬＳＩ開発事業は、売上高が14億19百万円（前年同期比18.1%増）となりました。内訳を見ますと、テ

スト開発は11億33百万円（前年同期比25.9%増）、回路設計は95百万円（前年同期比27.1%減）、レイアウ

ト設計は１億90百万円（前年同期比11.9%増）となっております。これは、前述の営業機能の強化によ

り、当社ＬＳＩテスターに係る業務が増加したこと及びレイアウト設計に係る顧客ニーズに対応するため

体制を強化したこと等によるものであります。 

  

〔システム開発事業〕 

システム開発事業は、売上高が４億57百万円（前年同期比20.9%増）となりました。これは、拡販活動

の推進により、既存顧客中心にセンサー用システムの受注が増加したことによるものであります。 

  

(1) 資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ45百万円増加となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金

が29百万円減少、その他の流動資産が42百万円減少したものの、現金及び預金が83百万円増加、仕掛品

が33百万円増加したことによるものであります。  

 固定資産は、前事業年度末に比べ41百万円減少となりました。この主な要因は、ソフトウェアが24百

万円減少、長期前払費用が13百万円減少したことによります。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べ25百万円減少となりました。この主な要因は、未払法人税等が７百

万円増加、その他の流動負債が23百万円増加したものの、買掛金が23百万円減少、賞与引当金が39百万

円減少したことによるものであります。  

 固定負債は、前事業年度末に比べ８百万円増加となりました。この主な要因は、役員退職慰労引当金

が８百万円増加したことによるものであります。 
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（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べ19百万円増加となりました。この主な要因は、自己株式の購入に18百

万円充当したにもかかわらず、利益剰余金が38百万円増加したことによります。また、自己資本比率は

88.4％と高水準を維持しております。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、８億61百万円（前事業年度比５

億33百万円増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で得られた資金は、２億67百万円となりました。この主な要因は、賞与引当金39百万円の減

少、たな卸資産33百万円の増加、仕入債務23百万円の減少などがあったものの、税引前四半期純利益１

億11百万円の計上、減価償却費１億37百万円の発生、売掛債権29百万円の減少など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） 

投資活動に得られた資金は、３億７百万円となりました。この主な要因は、定期預金１億40百万円の

預け入れ、有価証券５億99百万円の取得、有形固定資産１億52百万円の取得などがあったものの、定期

預金２億90百万円の払い戻し、有価証券９億円の償還など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） 

財務活動に使用した資金は、42百万円となりました。この主な要因は、配当金23百万円の支払い及び

自己株式18百万円の取得によるものであります。 

  

通期の業績予想については、景気の下振れリスクが払拭できない状況にあることから、平成20年５月14

日に公表致しました従来予想を据え置くことといたします。 

3. 業績予想に関する定性的情報



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リース取引に関する会計基準等の変更 

 「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 最終改正平成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 最終改正平成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係る方法に準じた会計処理に変更して計上しており

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定す

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

常の賃貸借処理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はありません。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「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はありません。 

  

 受注案件の損失見込額の引当金算定方法 

 当第３四半期会計期間において、受注案件について損失の発生が見込まれる案件が発生したことか

ら、受注案件のうち、将来に損失が発生する可能性が高いと見込まれるものは、当該損失額を合理的

に見積もり、受注損失に備えるため、受注損失引当金を計上しております。 

 この結果、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益が1,401千円それぞれ減少して

おります。 

  

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

(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

(3) 追加情報



１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 601,171 517,821

受取手形及び売掛金 530,987 560,665

有価証券 300,100 299,647

原材料 315 90

仕掛品 53,112 19,793

その他 106,545 148,997

流動資産合計 1,592,232 1,547,016

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 76,269 86,452

工具、器具及び備品（純額） 205,509 165,382

建設仮勘定 － 33,450

有形固定資産合計 281,779 285,285

無形固定資産 124,811 149,060

投資その他の資産 135,491 149,716

固定資産合計 542,081 584,062

資産合計 2,134,314 2,131,078

負債の部   

流動負債   

買掛金 580 24,333

未払法人税等 7,816 －

賞与引当金 75,201 115,082

受注損失引当金 6,756 －

その他 137,519 113,611

流動負債合計 227,874 253,026

固定負債   

役員退職慰労引当金 18,985 10,288

固定負債合計 18,985 10,288

負債合計 246,859 263,315

純資産の部   

株主資本   

資本金 389,776 389,776

資本剰余金 339,662 339,662

利益剰余金 1,229,414 1,190,785

自己株式 △71,397 △52,459

株主資本合計 1,887,455 1,867,763

純資産合計 1,887,455 1,867,763

負債純資産合計 2,134,314 2,131,078



(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,877,242

売上原価 1,258,653

売上総利益 618,588

販売費及び一般管理費  

販売促進費 9,120

役員報酬 98,868

給料手当及び賞与 146,332

賞与引当金繰入額 9,955

役員退職慰労引当金繰入額 9,812

法定福利費 23,569

支払手数料 68,059

地代家賃 17,892

減価償却費 39,338

研究開発費 4,618

その他 96,693

販売費及び一般管理費合計 524,259

営業利益 94,328

営業外収益  

受取利息 1,934

保険解約返戻金 14,019

その他 2,302

営業外収益合計 18,256

営業外費用  

雑損失 257

営業外費用合計 257

経常利益 112,327

特別損失  

固定資産除却損 750

特別損失合計 750

税引前四半期純利益 111,576

法人税、住民税及び事業税 28,833

法人税等調整額 20,351

法人税等合計 49,185

四半期純利益 62,391



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 111,576

減価償却費 137,288

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,881

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,756

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,696

受取利息 △673

有価証券利息 △1,260

固定資産除却損 750

売上債権の増減額（△は増加） 29,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,543

仕入債務の増減額（△は減少） △23,752

その他 60,388

小計 256,024

利息の受取額 756

法人税等の還付額 10,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 267,751

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 △140,123

定期預金の払戻による収入 290,059

有価証券の取得による支出 △599,217

有価証券の償還による収入 900,000

有形固定資産の取得による支出 △152,528

無形固定資産の取得による支出 △4,739

その他 14,520

投資活動によるキャッシュ・フロー 307,971

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △23,398

自己株式の取得による支出 △18,938

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 533,386

現金及び現金同等物の期首残高 327,762

現金及び現金同等物の四半期末残高 861,148



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。 

  

該当事項はありません。 

  

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



(1) 生産状況 

当社の事業は主として受託開発事業であるため、生産実績は販売実績とほぼ同一の内容となります。

従って、生産実績の記載を省略いたします。 

  

(2) 受注状況 

 
(注)１. 金額は、販売価格によっております。 

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売状況 

 
(注)１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

5. 生産、受注及び販売の状況

区分

前年同四半期 当四半期

比較増減
(平成20年３月期 第３四半期) (平成21年３月期 第３四半期)

受注高 

（千円）

受注残高 

（千円）

受注高 

（千円）

受注残高 

（千円）

受注高 

（千円）

受注残高 

（千円）

ＬＳＩ開発事業 1,594,279 397,835 1,643,133 470,923 48,854 73,088

回路設計 155,082 23,820 117,109 42,485 △ 37,972 18,665

レイアウト設計 234,030 60,713 212,404 65,115 △ 21,626 4,402

テスト開発 1,205,166 313,302 1,313,619 363,323 108,452 50,021

システム開発 493,248 109,311 563,746 171,179 70,498 61,867

合計 2,087,527 507,147 2,206,880 642,102 119,352 134,955

区分

前年同四半期 当四半期

比較増減
(平成20年３月期 第３四半期) (平成21年３月期 第３四半期)

金額 

（千円）

構成比 

（％）

金額 

（千円）

構成比 

（％）

金額 

（千円）

増減率 

（％）

ＬＳＩ開発事業 1,201,659 76.0 1,419,430 75.6 217,771 18.1

回路設計 131,262 8.3 95,636 5.1 △ 35,625 △ 27.1

レイアウト設計 170,317 10.8 190,631 10.2 20,314 11.9

テスト開発 900,079 56.9 1,133,162 60.3 233,082 25.9

システム開発 378,720 24.0 457,811 24.4 79,090 20.9

合計 1,580,380 100.0 1,877,242 100.0 296,861 18.8



前四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（単位：千円） 

 
  

[参考]

科  目

前四半期 

(平成20年３月期 

第３四半期)

金額

Ⅰ 売上高 1,580,380

Ⅱ 売上原価 1,079,719

   売上総利益 500,660

Ⅲ 販売費及び一般管理費 431,004

   営業利益 69,655

Ⅳ 営業外収益 3,909

Ⅴ 営業外費用 1,200

   経常利益 72,364

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 204

   税引前四半期純利益 72,159

   税金費用 31,792

   四半期純利益 40,366



(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（単位：千円） 

前四半期 

(平成20年3月期第３四半期)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 72,159

   減価償却費 61,276

   賞与引当金の増加額(△減少額) △ 47,459

   役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) 6,859

   受取利息 △ 951

   有価証券利息 △ 1,437

   有形固定資産除却損 204

   売上債権の減少額（△増加額） 264,310

   たな卸資産の減少額(△増加額) △ 67,269

   仕入債務の増加額(△減少額) 3,185

   未払役員賞与の増加額(△減少額) △ 23,400

   その他 △ 39,319

    小計 228,157

   利息の受取額 942

   法人税等の支払額 △ 175,863

  営業活動によるキャッシュ・フロー 53,236

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 △ 54,967

   有形固定資産の取得による支出 △ 264,337

   無形固定資産の取得による支出 △ 122,639

   その他 △ 22,975

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 464,919

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △ 24,040

   自己株式の取得による支出 △ 52,459

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 76,500

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △ 488,183

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 845,856

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 357,673




