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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 106,063 ― 2,763 ― 3,098 ― 1,567 ―
20年3月期第3四半期 116,941 △7.4 3,481 △35.7 3,014 △44.7 1,627 △50.3

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3四半期 88.53 ―
20年3月期第3四半期 91.94 ―

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 88,754 56,287 63.4 3,179.38
20年3月期 80,073 55,808 69.7 3,152.30

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  56,287百万円 20年3月期  55,808百万円

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 ― ― ― 30.00 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 144,000 △6.6 4,000 △8.6 3,500 51.5 1,870 109.4 105.63

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、２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、２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 
 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。  

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  18,110,252株 20年3月期  18,110,252株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  406,355株 20年3月期  406,063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  17,704,002株 20年3月期第3四半期  17,704,300株
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・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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機
による世界経済の減速とともに、円高及び株安が進行し、景気は失速いたしました。このような経済
環境の中、輸出は減少傾向に歯止めがかからず、設備投資も内外景気の悪化に伴う売上減少により縮
小、個人消費に関しましても雇用者報酬の減少、消費マインドの悪化により減少いたしました。 

 
当社の属するエレクトロニクス産業におきましては、マクロ経済の悪化に伴い、最終需要を取り巻

く環境は急激に変化し、携帯電話、薄型テレビ、デジタル・スチル・カメラなどをはじめとする民生
機器市場は大きく生産調整局面に入りました。また、産業機器市場に関しましても、企業の業績悪化
の深刻化を背景に引き続き低調に推移しました。 

 
以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 106,063 百万円（前年同期比 9.3％減）、営業利益は

2,763 百万円（前年同期比 20.6％減）、経常利益は 3,098 百万円（前年同期比 2.8％増）、純利益は
1,567 百万円（前年同期比 3.7%減）となりました。 

 
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 
（集積回路及び電子デバイス事業） 
当事業につきましては、エレクトロニクス産業における大幅な需要減退の影響を受け、比較的堅調

に推移しておりましたノートブックパソコン用電池パック及びデジタル・スチル・カメラ向けアナロ
グ IC、また、ディスクアレイ向け ASSP が当第３四半期累計期間におきましては急激に受注が低下し
ました。また、通信インフラ市場につきましても回復が見られた携帯電話基地局向け PLD も減少、競
争の激化していた薄型テレビ向けカスタム IC は更に縮小し、PLD をはじめとする当社グループの取
り扱う主だった商品群のほとんどにおいて低調な結果となりました。これらの結果、同事業の当第３
四半期累計期間の売上高は 96,724 百万円（前年同期比 10.5%減）、営業利益は 965 百万円（前年同期
比 59.8％減）となりました。 

 
（ネットワーク関連商品事業） 
当事業におきましては、企業の IT 投資抑制の影響を受け、帯域制御装置、プロキシサーバなどのイ

ンターネット関連のハードウェア機器の受注が減少しました。一方、セキュリティ関連ソフトウェア
は新規大型案件の獲得により堅調に推移いたしました。これらの結果、同事業の当第３四半期累計期
間の売上高は 9,339 百万円（前年同期比 5.1％増）、営業利益は 1,706 百万円（前年同期比 72.2％
増）となりました。 

 
所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 
（日本） 
当社グループの主力商品であります PLD は、携帯電話基地局向け及び光通信向けに回復が見られて

いたものの、当第３四半期連結累計期間におきましては、受注が減少、市場の拡大とともに堅調に推
移していたノートブックパソコン向けアナログ IC も急激に縮小、デジタル・スチル・カメラ向けアナ
ログ IC は生産調整の影響を受け受注が大きく減少しました。また、ディスクアレイ向け ASSP が減速
した一方で、期待されていた次世代ネットワーク向け通信用 ASSP も大きく拡大はしませんでした。
これらの結果、同事業の当第３四半期累計期間の売上高は 104,066 百万円（前年同期比 10.2％減）、
営業利益は 2,455 百万円（前年同期比 20.2％減）となりました。 

 
（アジア） 
液晶パネルメーカー向けカスタム IC は台湾における現地半導体メーカーとの競争激化が進行してお

りましたが、さらに最終市場の需要縮小が影響し、大きく減少しました。主として民生機器市場の生
産拠点であるアジア市場におきましては、総体的に需要が低迷しました。これらの結果、同事業の当
第３四半期累計期間の売上高は 15,113 百万円（前年同期比 20.3％減）、営業利益は 305 百万円（前
年同期比 29.6％減）となりました。 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
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、前連結会計年度末に比べ 8,681 百万円増加して、純資産は 479
百万円増加し、自己資本比率は、63.4%となりました。 
キャッシュ・フローの状況に関しましては、売上債権の増加等の減少要因がありましたが、税金等

調整前四半期純利益が 2,848 百万円あり、仕入債務の増加及びたな卸資産の減少等による増加要因が
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あったため営業活動によるキャッシュ・フローは 4,342 百万円の増加となりました。また、連結範囲
の変更を伴う子会社株式の取得が 3,605 百万円あったこと、及び無形固定資産の取得等により投資活
動によるキャッシュ・フローは 5,807 百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フロ
ーは、配当金の支払及び短期借入金の返済がありましたが、長期借入金の実行等の増加要因があった
ため、4,880 百万円の増加となりました。 
以上の結果により、当第３四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べて 2,953
百万円増加し、14,891 百万円となりました。 

 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機による世界経済の減速を背景に、当社グループ
の属するエレクトロニクス産業も最終市場における需要減少など、より一層厳しい事業環境が続くと
予想され、当社グループの業績への影響も避けられない状況にあります。現在、業績への影響度を精
査中であり、開示が可能となった時点で速やかに開示してまいります。 

  
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 
 たな卸資産の評価方法 

   たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却 
  価額を見積り、簿価切下げを行う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 
  当第３四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、住民税及び事業税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 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、移動平均法による原価法によってお
りましたが、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）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。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は 134 百万円減少し、経常利
益は９百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は 224 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。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 
 「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１四半期連結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、リース資産と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、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リース資産が有形
固定資産に 47 百万円計上されております。 
 なお、損益に与える影響は、軽微であります。 
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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 15,281 11,426

受取手形及び売掛金 29,693 28,477

有価証券 11 511

商品 23,835 22,868

その他 5,951 5,403

貸倒引当金 △114 △72

流動資産合計 74,658 68,615

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,345 3,441

機械装置及び運搬具（純額） 26 25

土地 2,745 2,745

その他（純額） 839 709

有形固定資産合計 6,957 6,922

無形固定資産   

のれん 1,963 －

その他 1,763 1,810

無形固定資産合計 3,727 1,810

投資その他の資産   

投資有価証券 1,334 1,428

その他 2,104 1,320

貸倒引当金 △28 △23

投資その他の資産合計 3,411 2,725

固定資産合計 14,096 11,457

資産合計 88,754 80,073

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,091 10,226

短期借入金 3,625 5,827

未払法人税等 1,340 345

賞与引当金 304 566

役員賞与引当金 5 －

債務保証損失引当金 9 －

その他 4,596 4,419

流動負債合計 21,973 21,385
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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) 

固定負債   

長期借入金 8,012 37

退職給付引当金 1,836 1,712

役員退職慰労引当金 392 377

負ののれん － 428

その他 252 322

固定負債合計 10,493 2,878

負債合計 32,467 24,264

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,194 11,194

資本剰余金 19,476 19,476

利益剰余金 26,969 26,186

自己株式 △1,088 △1,088

株主資本合計 56,551 55,768

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △73 △35

為替換算調整勘定 △190 76

評価・換算差額等合計 △264 40

純資産合計 56,287 55,808

負債純資産合計 88,754 80,073
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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 106,063

売上原価 89,894

売上総利益 16,169

販売費及び一般管理費 13,406

営業利益 2,763

営業外収益  

受取利息 57

為替差益 260

負ののれん償却額 183

その他 199

営業外収益合計 701

営業外費用  

支払利息 111

債権譲渡損 126

その他 128

営業外費用合計 366

経常利益 3,098

特別利益  

投資有価証券売却益 48

特別利益合計 48

特別損失  

たな卸資産評価損 214

投資有価証券評価損 29

貸倒引当金繰入額 30

債務保証損失引当金繰入額 9

その他 14

特別損失合計 299

税金等調整前四半期純利益 2,848

法人税、住民税及び事業税 1,281

法人税等合計 1,281

四半期純利益 1,567
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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 2,848

減価償却費 771

受取利息及び受取配当金 △62

支払利息 111

売上債権の増減額（△は増加） △402

たな卸資産の増減額（△は増加） 245

仕入債務の増減額（△は減少） 1,512

その他 △538

小計 4,485

利息及び配当金の受取額 64

利息の支払額 △106

法人税等の支払額 △99

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,342

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 △477

貸付けによる支出 △1,131

貸付金の回収による収入 911

有形固定資産の取得による支出 △246

無形固定資産の取得による支出 △654

投資有価証券の取得による支出 △23

投資有価証券の売却による収入 55

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3,605

その他 △637

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,807

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） △2,314

長期借入れによる収入 8,000

長期借入金の返済による支出 △25

配当金の支払額 △779

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 △462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,953

現金及び現金同等物の期首残高 11,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,891
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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 
該当事項なし 

 
(5) セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 

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

 
集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円） 

ネットワーク
関連商品事業

(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 108,056 8,884 116,941 ― 116,941
 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ─ ─ ─ ― ―

計 108,056 8,884 116,941 ― 116,941

  営業費用 105,657 7,893 113,550 (     91) 113,459

  営業利益 2,399 990 3,390 91 3,481
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログ IC、メモリー、

その他電子デバイス 
ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、

サービス 
 

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) 

 
集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円） 

ネットワーク
関連商品事業
（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 96,724 9,339 106,063 ― 106,063
 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 96,724 9,339 106,063 ― 106,063

  営業費用 95,759 7,632 103,391 (91) 103,300

  営業利益 965 1,706 2,671 91 2,763
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログ IC、メモリー、

その他電子デバイス 
ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、

サービス 
３  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっ

ておりましたが、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）が適用されたことに伴い、移動平均法によ
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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。 
この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営
業利益は集積回路及び電子デバイス事業が 111 百万円、ネットワーク関連商品事業が 22
百万円それぞれ減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

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

 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 98,009 18,931 116,941 ― 116,941
 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 17,829 40 17,869 (17,869) ―

計 115,839 18,971 134,810 (17,869) 116,941

  営業費用 112,761 18,538 131,299 (17,839) 113,459

  営業利益 3,077 433 3,511 (29) 3,481
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
      アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

  
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) 

 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 90,949 15,113 106,063 ― 106,063
 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 13,116 ― 13,116 (13,116) ―

計 104,066 15,113 119,180 (13,116) 106,063

  営業費用 101,611 14,808 116,420 (13,119) 103,300

  営業利益 2,455 305 2,760 2 2,763
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
      アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

３ 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっ
ておりましたが、 
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）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。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営
業利益は日本が 126 百万円、アジアが７百万円それぞれ減少しております。 
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【海外売上高】 

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

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 20,968 386 21,355 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 116,941 
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 17.9 0.3 18.2 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２ 各区分に属する主な国又は地域 
    イ）アジア・・・中国、香港、台湾、マレーシア 
    ロ）その他・・・米国 

 
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) 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 18,026 640 18,667 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 106,063 
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 17.0 0.6 17.6 
  
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
   ２ 各区分に属する主な国又は地域 
    イ）アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 
    ロ）その他・・・米国 
  
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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「参考」 
 

「参考資料」  

（要約）前第３四半期連結損益計算書 

  

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日) 
科目 

金額(百万円) 

売上高 116,941

売上原価 100,312

売上総利益 16,628

販売費及び一般管理費 13,147

営業利益 3,481

営業外収益 

 受取利息 96

 受取配当金 101

 負ののれん償却額 183

 為替差益 28

 その他 87

 営業外収益合計 498

営業外費用 

 支払利息 175

 その他 789

 営業外費用合計 964

経常利益 3,014

特別利益 42

特別損失 340

税金等調整前四半期純利益 2,716

法人税、住民税及び事業税 895

法人税等調整額 192

法人税等合計 1,088

四半期純利益 1,627
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