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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 106,581 ― 2,516 ― 2,639 ― 1,678 ―
20年3月期第3四半期 102,848 13.2 2,616 △4.7 2,592 △15.4 1,747 △15.4

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3月期第3四半期 103.78 ―
20年3月期第3四半期 108.04 ―

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 66,785 36,801 55.1 2,275.35
20年3月期 63,100 36,101 57.2 2,232.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  36,801百万円 20年3月期  36,101百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 30.00

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 144,300 5.7 2,960 △15.8 2,970 △8.6 1,930 △10.2 119.33

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．平成20年10月27日に公表いたしました通期連結業績予想は、修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通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。 
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原則」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3月期第3四半期  16,174,000株 20年3月期  16,174,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  156株 20年3月期  156株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  16,173,844株 20年3月期第3四半期  16,173,844株
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当第３四半期における経済環境は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が深刻化し、世界経済

の低迷が顕著となり、景気は更に下振れる懸念が強くなっています。オバマ新大統領による大胆な景気浮揚策に期待

するとしても、労働市場の悪化、縮小した個人消費の回復にはかなりの時間が必要と思われます。 

中国においては、世界経済の低迷の影響を受け先進国向け輸出の不振が鮮明となり、固定資産向けの投資や生産

活動が減速しています。雇用に対する影響も顕著となるなど、不透明感が強まっています。国内においても、当第３

四半期に至り景気は急速に悪化し、生産・雇用調整のニュースが相次ぎ、多くの企業業績の見直しがなされていま

す。 

エレクトロニクス業界においては、パソコンの世界出荷台数は、年後半には急成長していたノート型パソコンの

成長速度が落ち、市場拡大の中心であった欧州、中東、アフリカでも成長率が１ケタ台に落ち込みました。中国やイ

ンドにおける年前半の伸びが寄与し年間では辛うじて２ケタ成長を維持しています。半導体については、年後半以降

に市況が大幅に悪化したことが影響し、世界半導体売上高は前年を下回る事となりました。 

このような環境下、当社グループの業績は、主力の半導体部門は情報機器、通信機器及びオートモーティブ向け

の売上高が増加したことにより、移動体無線向けの減少を補い、前年同期比6.5％増の882億47百万円となりました。

また、情報通信機器部門は主力のハードディスクドライブの売上高が減少したことにより、同29.9％減の84億19百万

円となりました。一方、その他に区分される売上高はアミューズメント用モジュール及び液晶パネルの売上高が増加

したことにより、同24.4％増の99億14百万円となりました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同

期比3.6％増の1,065億81百万円となりました。 

利益面では、半導体市況の価格下落や価格競争等の厳しいビジネス環境が続く中、高付加価値半導体やモジュー

ルビジネスの伸長に加え低利益率の一部の半導体及び情報通信機器の売上減少により、売上総利益率は前年同期比

0.8ポイント増の10.0％となり、売上総利益は前年同期比13.1％増の106億69百万円となりました。営業利益は、主に

海外子会社の事業買収による人員増とのれんの償却などを主因として販売費及び一般管理費が増加したため、同

3.8％減の25億16百万円、経常利益は為替損益の良化もあり同1.8％増の26億39百万円となりましたが、四半期純利益

は同3.9％減の16億78百万円となりました。 

  

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 

  当第３四半期末における総資産は667億85百万円となり、前連結会計年度末比36億84百万円の増加となりました。

主な要因は、受取手形及び売掛金の増加28億22百万円及び商品の増加23億12百万円によるものであります。 

  なお、純資産は368億１百万円となり、前連結会計年度末比６億99百万円の増加となりました。主な要因は、利益

剰余金の増加11億98百万円及び為替換算調整勘定の減少５億６百万円によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は23億78百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億82百

万円の減少となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は21億55百万円の支出となりました。

主な要因は、税金等調整前四半期純利益27億円、売上債権の増加35億88百万円、たな卸資産の増加28億４百万円、仕

入債務の増加12億61百万円であります。 

 当第３四半期連結累計期間における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１億10百万円の支出となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出１億49百万円、無形固定資産の取得による支出55百万円、投資有価証券

の売却による収入90百万円によるものであります。 

 当第３四半期連結累計期間における「財務活動によるキャッシュ・フロー」は16億91百万円の収入となりました。

主な要因は、短期借入金の増加21億99百万円及び配当金の支払額４億85百万円によるものです。 
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  ＜当期の見通し＞ 

   平成21年度３月期の連結業績予想につきましては、平成20年10月27日に公表いたしました連結業績予想に変更はあ

りません。 

  

  該当事項はありません。 

   

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３四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固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

ております。 

③棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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 

  該当事項はありません。 

  

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 

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

  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．連結の範囲 

  TOMEN ELECTRONICS TAIWAN CORP.は、重要性が著しく低下したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲

から除外しておりましたが、当第３四半期連結会計期間において清算手続きが完了いたしました。なお、当該子

会社は特定子会社には該当しません。 

 当第３四半期連結会計期間にTOMEN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.、TOMEN ELECTRONICS INDIA PRIVATE 

LIMITEDを新たに設立したため、連結の範囲に含めております。なお、当該子会社は特定子会社には該当しませ

ん。  

３．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、四半期連結財務諸表提出会社、株式会社ピーピーエル

は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、移動平均法による原価法（貸借対

照表価額について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３四半

期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ５億50百万円減

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。 

  

４．「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 

  当連結会計年度より、「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３四半

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が、それぞれ１億円、四半期純利益が１億

９百万円減少しております。なお、セグメント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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,378 3,161

受取手形及び売掛金 37,982 35,159

商品 17,810 15,497

繰延税金資産 700 550

その他 1,164 1,621

貸倒引当金 △204 △41

流動資産合計 59,832 55,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 336 328

工具、器具及び備品（純額） 116 85

その他（純額） 7 6

有形固定資産合計 460 420

無形固定資産   

のれん 990 1,287

その他 128 228

無形固定資産合計 1,118 1,515

投資その他の資産   

投資有価証券 3,663 3,459

繰延税金資産 660 699

その他 1,059 1,080

貸倒引当金 △9 △24

投資その他の資産合計 5,374 5,215

固定資産合計 6,953 7,151

資産合計 66,785 63,100

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,092 13,594

短期借入金 11,293 9,422

未払法人税等 817 341

賞与引当金 185 414

その他 1,979 1,734

流動負債合計 28,368 25,507

固定負債   

繰延税金負債 2 14

退職給付引当金 1,603 1,403

役員退職慰労引当金 － 38

その他 10 35

固定負債合計 1,616 1,492

負債合計 29,984 26,999
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,251 5,251

資本剰余金 4,767 4,767

利益剰余金 27,233 26,035

自己株式 △0 △0

株主資本合計 37,251 36,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 12

為替換算調整勘定 △470 35

評価・換算差額等合計 △450 47

純資産合計 36,801 36,101

負債純資産合計 66,785 63,100
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 106,581

売上原価 95,912

売上総利益 10,669

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 165

給料及び賞与 3,225

賞与引当金繰入額 185

退職給付費用 366

賃借料 824

その他 3,385

販売費及び一般管理費合計 8,152

営業利益 2,516

営業外収益  

受取利息 15

持分法による投資利益 268

その他 38

営業外収益合計 323

営業外費用  

支払利息 126

為替差損 43

その他 30

営業外費用合計 200

経常利益 2,639

特別利益  

投資有価証券売却益 69

前期損益修正益 8

特別利益合計 78

特別損失  

固定資産除却損 3

ゴルフ会員権評価損 14

特別損失合計 17

税金等調整前四半期純利益 2,700

法人税、住民税及び事業税 1,134

法人税等調整額 △112

法人税等合計 1,021

四半期純利益 1,678
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 35,109

売上原価 31,586

売上総利益 3,523

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 65

給料及び賞与 887

賞与引当金繰入額 170

退職給付費用 124

賃借料 282

その他 1,152

販売費及び一般管理費合計 2,682

営業利益 840

営業外収益  

為替差益 87

持分法による投資利益 80

その他 8

営業外収益合計 176

営業外費用  

支払利息 33

その他 8

営業外費用合計 42

経常利益 974

特別利益  

前期損益修正益 8

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 982

法人税、住民税及び事業税 356

法人税等調整額 28

法人税等合計 385

四半期純利益 596
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 2,700

減価償却費 219

のれん償却額 180

退職給付引当金の増減額（△は減少） 199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38

賞与引当金の増減額（△は減少） △229

貸倒引当金の増減額（△は減少） 148

受取利息及び受取配当金 △15

支払利息 126

持分法による投資損益（△は益） △268

投資有価証券売却損益（△は益） △69

固定資産除却損 3

ゴルフ会員権評価損 14

売上債権の増減額（△は増加） △3,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,804

仕入債務の増減額（△は減少） 1,261

未収消費税等の増減額（△は増加） 149

その他 448

小計 △1,561

利息及び配当金の受取額 71

利息の支払額 △127

法人税等の支払額 △537

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,155

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 △149

無形固定資産の取得による支出 △55

投資有価証券の売却による収入 90

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △110

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） 2,199

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22

配当金の支払額 △485

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,691

現金及び現金同等物に係る換算差額 △193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △768

現金及び現金同等物の期首残高 3,161

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △14

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,378
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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。 

  

  当第３四半期連結累計期間において当社及び連結子会社は、電子部品・機器の販売事業の単一セグメントであ

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

ｂ．所在地別セグメント情報  

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

（注）１．国または地域は、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国または地域の内訳は次のとおりであります。 

       (1)アジア……香港、シンガポール、中国、タイ、インド 

         (2)北米………米国 

      ３．会計方針の変更  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「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。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業

利益が日本で４億42百万円、アジアで１億７百万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） 

 当連結会計年度より「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18号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３四半期

連結累計期間の営業利益がアジアで１億円減少しております。 

      

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
北米 

（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  65,348  40,919  313  106,581  －  106,581

  (2)セグメント間の内部売上高  19,780  343  2  20,126 ( ) 20,126  －

計   85,128  41,263  316  126,708 ( ) 20,126  106,581

営業費用  82,809  41,061  348  124,219 ( ) 20,154  104,064

営業利益（又は営業損失）  2,319  202 ( ) 32  2,489  27  2,516
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

    (1)アジア……香港、中国、シンガポール、マレーシア他 

    (2)北米………米国、カナダ 

    (3)その他……イスラエル、チェコ他 

   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または地域における売上

高であります。 

   

  

ｃ．海外売上高  

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  48,971     1,371  129  50,472

Ⅱ 連結売上高（百万円）        106,581

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 46.0  1.3  0.1  47.4

（６）品目別販売実績  

品目 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

    至 平成20年12月31日） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

半導体  88,247  82.8

情報通信機器及び応用システム  8,419  7.9

その他  9,914  9.3

合計  106,581  100.0

（７）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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  102,848  100.0

Ⅱ 売上原価  93,414  90.8

売上総利益  9,434  9.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,817  6.6

営業利益  2,616  2.6

Ⅳ 営業外収益 505  0.5

Ⅴ 営業外費用 529 0.6

経常利益  2,592  2.5

Ⅵ 特別利益 42 0.0

Ⅶ 特別損失 144 0.1

税金等調整前四半期純利
益 

 2,490  2.4

法人税、住民税及び事業
税 

507 0.5

法人税等調整額  235  0.2

四半期純利益  1,747  1.7

      

- 11 -



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

科目 

前第３四半期連結会計期間 
   （自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前当期純利益  2,490

減価償却費  105

のれん償却費  16

持分法による投資利益  △421

固定資産除却損  0

投資有価証券評価損  109

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

 57

賞与引当金の増減額（減
少：△） 

 △157

貸倒引当金の増減額（減
少：△） 

 △11

受取利息及び受取配当金  △35

支払利息  114

売上債権の増減額（増
加：△） 

 △1,501

棚卸資産の増減額（増
加：△） 

 2,068

仕入債務の増減額（減
少：△） 

 △110

未収消費税等の増減額
（増加：△） 

 △131

その他  △58

小計  2,535

利息及び配当金の受取額  83

利息の支払額  △131

法人税等の支払額  △917

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,569
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科目 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

金額（百万円） 

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 

 △370

有形固定資産の売却によ
る収入 

 1

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △25

その他  △51

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △446

Ⅲ 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 
（減少：△） 

 358

ファイナンスリース債務
の返済による支出 

 △59

配当金の支払額  △485

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △186

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △29

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

 906

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 2,734

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

 3,640
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前第３四半期連結会計期間において、当社及び連結子会社は、電子部品・機器の販売事業の単一セグメン

トであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （注）１．国または地域は、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国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ 

(2）北米………米国 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……香港、シンガポール、中国他 

(2）北米………米国他 

(3）その他……イスラエル他 

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または地域における売上高であ

ります。 

  

（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

ｂ．所在地別セグメント情報 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
北米 

（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  72,522  29,943  382  102,848  －  102,848

(2）セグメント間の内部売上

高 
 22,358  193  6  22,558 (22,558)  －

計  94,881  30,136  389  125,407 (22,558)  102,848

営業費用  93,094  29,414  413  122,922 (22,690)  100,231

営業利益（又は営業損失）  1,786  722 (24)  2,484  132  2,616

ｃ．海外売上高 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  37,871  2,872  41  40,785

Ⅱ 連結売上高（百万円）        102,848

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 36.8  2.8  0.1  39.7

（４）品目別販売実績 

  

品目 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年12月31日） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

半導体  82,872  80.6

情報通信機器及び応用システム  12,005  11.7

その他  7,971  7.7

合計  102,848  100.0
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（参考）最近における四半期毎の業績の推移 

  

平成21年３月期（個別） 

  

  

  

平成20年３月期（個別） 

  

  

  

第１四半期 第２四半期  第３四半期  第４四半期 

20年４月～ 

20年６月 

20年７月～ 

20年９月 

 20年10月～ 

  20年12月 

 21年１月～ 

  21年３月 

売上高（百万円）  24,450  32,421  25,955   

売上総利益（百万円）  2,508  3,251  2,894   

営業利益（百万円）  467  986  789   

経常利益（百万円）  527  826  884   

税引前当期純利益（百万円）  536  873  894   

当期純利益（百万円）  315  511  519   

１株当たり当期純利益（円）  19.54  31.61  32.12   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円） － － －   

総資産（百万円）  45,258  46,903  49,515   

純資産（百万円）  28,022  28,521  28,798   

１株当たり純資産（円）  1,732.56  1,763.46  1,780.55   

  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

19年４月～ 

19年６月 

19年７月～ 

19年９月 

19年10月～ 

19年12月 

20年１月～ 

20年３月 

売上高（百万円）  27,935  34,819  29,631  29,310

売上総利益（百万円）  2,564  2,649  2,667  2,650

営業利益（百万円）  517  674  588  654

経常利益（百万円）  538  352  516  404

税引前当期純利益（百万円）  551  235  485  325

当期純利益（百万円）  343  83  273  188

１株当たり当期純利益（円）  21.22  5.18  16.93  11.64

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円） － － － － 

総資産（百万円）  52,448  48,317  49,023  45,881

純資産（百万円）  27,652  27,729  27,761  27,947

１株当たり純資産（円）  1,709.70  1,714.45  1,716.44  1,727.95
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