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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 58,571 ― △206 ― △382 ― △277 ―
20年3月期第3四半期 66,807 6.1 818 △28.7 770 △31.2 346 △38.4

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 △8.93 ―
20年3月期第3四半期 10.95 9.95

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 40,178 12,822 31.9 417.31
20年3月期 43,000 14,126 32.9 452.88

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,822百万円 20年3月期  14,126百万円

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  有  

 現時点での期末配当の予想については未定であります。  

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 72,000 △19.1 △600 ― △900 ― △650 ― △20.93

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、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) 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、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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．通期の業績予想につきましては、平成20年10月23日に発表いたしました予想から修正しております。詳細につきましては、４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及び本日公表の「平成21年３月期通期業績予想の修正、配当予想の修正、並びに役員報酬等に関するお知らせ」をご覧ください。なお、
本資料に記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本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。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  31,935,458株 20年3月期  31,935,458株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,210,164株 20年3月期  742,256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  31,061,485株 20年3月期第3四半期  31,606,250株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機に端を発した世界経済の減速や株価下落、円

高による影響で企業収益が悪化し、輸出や設備投資の減少、個人消費などが一段と後退したために、弱含んでいた景

気が急速に後退局面に転じました。  

 当社においても、エレクトロニクス市場環境の急激な悪化の影響を受け、商事部門では、デジタルAV、自動車関連

向け半導体デバイスなどの売上高が急落し、前年同期を大幅に下回りました。利益も売上の大幅減少に加えて、円高

の進行や銅地金の下落などにより大幅な減益となりました。またＩＴ部門においても、企業のIT投資の先送りや縮小

など事業環境の厳しさが増している中で、ITソリューション関連の低迷やシステム開発の長期化などもあり、利益は

前年同期を大幅に下回りました。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は585億７千１百万円、前年同期に比べて12.3％の減収、営業損

失２億６百万円（前年同期営業利益８億１千８百万円）、経常損失３億８千２百万円（前年同期経常利益７億７千万

円）、四半期純損失２億７千７百万円（前年同期四半期純利益３億４千６百万円）という成績になりました。 

  

事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりです。  

  

（商事部門） 

①半導体事業 

 半導体事業では、マイコン、ASICは、白物家電向けが、高機能品への需要の高まりにより堅調を持続いたしまし

た。デジタルTV向け、自動車関連向けは、上期は順調に推移いたしましたが、第３四半期には、デジタルAV、自動

車関連の生産急減の影響により急落いたしました。電源、産業機器用向けも、設備投資の抑制などの影響で調整局

面が長期化し、低調に推移いたしました。またパワーデバイスは、国内用エアコンが堅調を持続しましたが、海外

向けエアコン、エレベータ及び産業機器向けは低調に推移いたしました。第３四半期には、レーザーダイオード

も、パソコン用DVDレコーダ向けが、市場の低迷などの影響を受け急減いたしました。  

②電子デバイス事業 

 電子デバイス事業は、監視用液晶モニタが堅調を持続いたしましたが、第３四半期に、携帯型音楽プレイヤー向

けなど希土類マグネットは低調となりました。またEMS事業のデジタルカメラ等電池保護モジュール基板、その他

各種産業及び民生用向け電子部品も低調に推移いたしました。  

③電子材料事業 

 電子材料事業は、上期は堅調に推移いたしましたが、第３四半期に、銅地金が大幅下落する中で、電子部品、半

導体業界などの大幅な生産減少の影響を受け、コネクター市場並びに半導体向けなどの金属材料は急減いたしまし

た。  

④FAシステム事業 

 FAシステム事業は、工作機械、半導体製造装置業界などの大幅な減産の影響により、第３四半期に、放電加工機

が低調となり、工作機械用NC装置、半導体製造装置向け配電制御機器も低調に推移いたしました。ハードディスク

製造装置、液晶製造装置向けサーボ、シーケンサなどのFAシステム機器も低調に推移いたしましたが、第３四半期

には、太陽電池装置向けFAシステム機器、FA-ITソリューションが堅調となりました。  

⑤その他 

 北海道と西日本地区を拠点とする協栄マリンテクノロジ株式会社が行う救命いかだの整備サービス事業は、順調

に推移いたしました。 

 今後市場の拡大が見込まれる長寿命・低消費電力・省資源と優れた性能を持つLEDを使用した照明市場へ参入す

るため、照明器具等の企画・設計・販売をする新会社「サンレッズ株式会社」を昨年12月に設立し、事業を開始い

たしました。 

  

 この結果、商事部門の売上高は475億９千６百万円（前年同期比14.8％減）、営業利益は８億１千９百万円（前年

同期比54.4％減）となりました。 

  

（ＩＴ部門） 

①ビジネスソリューション事業 

 ビジネスソリューション事業は、ビジネスシステム関係が、販売・流通・製造系業務関連向け、金融系業務関連

及び電力系業務関連向けは堅調に推移いたしました。 

 ソリューション関係は、自社開発の通信制御装置が堅調に推移いたしましたが、建設業向け積算・見積業務パッ

ケージソフト、運輸業向けシステムなどが低調に推移いたしました。 

【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エンベデッドシステム事業 

 エンベデッドシステム系（特定機能を実現するための組込みシステム）では、専用ボードシステムは好調を持続

し、カーナビ関連も堅調に推移いたしました。第３四半期には、装置制御を中心としたFAシステム系も堅調となり

ましたが、専用装置システムは障害対応のため開発が長期化して低迷が続き、携帯電話関連も低調に推移いたしま

した。 

③IC設計事業 

 IC設計事業は、アナログ技術の強みをベースとして新規開発分野の受注に注力し、堅調を持続いたしました。 

  

 この結果、ＩＴ部門の売上高は50億３千４百万円（前年同期比3.6％減）、営業利益は３億６千５百万円（前年同

期比33.0％減）となりました。 

 なお、ＩＴ部門における売上計上基準は検収基準を採用しており、９月及び３月に売上及び利益の計上が集中す 

る傾向があります。そのため四半期毎に業績変動がありますが、これは従来からの業界的傾向であります。 

  

（製造部門） 

プリント配線板事業 

 プリント配線板事業は、受注面では、上期は堅調でしたが、第３四半期に、デジタル機器用ビルドアップ基板、

車載向け多層基板が急落し、携帯電話用モジュール基板、ビルドアップ基板の超短納期試作品も低調となりまし

た。アミューズメント向けは多層基板が堅調でしたが、両面基板は低調に推移いたしました。損益面は、なお厳し

い状況が続いております。  

  

 この結果、製造部門の売上高は60億１千７百万円（前年同期比2.9％増）、営業損失が３億１千２百万円（前年同

期営業損失３億７千２百万円）となりました。 

  

 なお、文中の前年同期増減率及び前年同期の金額は参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四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28億２千１百万円減少し、401億７千８百

万円となりました。 

・流動資産は、受取手形及び売掛金の減少57億２千１百万円等により、30億円減少し、333億５千１百万円となり

ました。 

・固定資産は、有形固定資産の増加等により、１億７千８百万円増加し、68億２千６百万円となりました。 

・流動負債は、支払手形及び買掛金の減少24億９千１百万円等により、30億５千２百万円減少し、207億４千７百

万円となりました。 

・固定負債は、長期借入金の借入れ等により、15億３千５百万円増加し、66億８百万円となりました。 

 この結果、純資産は13億４百万円減少し、128億２千２百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の

32.9％から1.0ポイント減少し31.9％となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ22

億２千５百万円増加し、61億４千４百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のと

おりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、増加した資金は26億９千７百万円となりました。これは主として次の要因によるものです。

資金増加要因：減価償却費        ５億１千１百万円 

       売上債権の減少      55億８千３百万円 

資金減少要因：たな卸資産の増加     ６億７千５百万円 

       仕入債務の減少       23億６千６百万円 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は１億６千７百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、減少した資金は２億９千万円となりました。 

  



 通期の見通しにつきましては、第３四半期までの実績に加え、第２四半期後半から更に進んだ実体経済の急激な減

速により、景気動向は益々不透明感が強まり、当社を取り巻く経営環境も、一段と厳しさを増すものと懸念されるた

め、当期の業績予想を修正いたしました。 

  

 なお、当該予想に関する詳細は、平成21年１月28日に公表いたしました「平成21年３月期通期業績予想の修正、配

当予想の修正、並びに役員報酬等に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

①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、実地棚卸を省略して当第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定する方法によっております。 

  

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．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、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、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

益は、それぞれ151,697千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「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）を適用しております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

  

④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、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

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））が平

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。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、期首に前連結会計年度末における未

経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）で取得したものとしてリース資産を計上する方法によって

おります。これによりリース資産が有形固定資産に799,678千円計上されており、損益に与える影響は軽微で

あります。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 7,024,881 4,839,303

受取手形及び売掛金 17,200,134 22,921,812

商品及び製品 6,725,123 6,520,365

仕掛品 1,171,051 753,242

原材料及び貯蔵品 148,053 171,151

繰延税金資産 594,660 347,553

その他 558,616 898,365

貸倒引当金 △71,311 △99,970

流動資産合計 33,351,209 36,351,822

固定資産   

有形固定資産 3,455,418 2,792,753

無形固定資産 273,952 265,922

投資その他の資産   

投資有価証券 1,813,093 2,627,456

繰延税金資産 348,758 56,719

その他 1,037,850 1,259,764

貸倒引当金 △102,180 △354,344

投資その他の資産合計 3,097,521 3,589,595

固定資産合計 6,826,893 6,648,271

資産合計 40,178,102 43,000,093

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,943,048 17,434,847

短期借入金 2,935,394 2,772,129

1年内返済予定の長期借入金 920,000 670,000

1年内償還予定の社債 － 1,114,000

未払法人税等 53,260 252,161

賞与引当金 149,477 550,616

その他 1,745,978 1,005,876

流動負債合計 20,747,159 23,799,631

固定負債   

長期借入金 5,315,000 4,180,000

繰延税金負債 374 412

退職給付引当金 568,826 531,282

役員退職慰労引当金 187,853 174,671

その他 536,807 187,432

固定負債合計 6,608,861 5,073,798

負債合計 27,356,021 28,873,430



（単位：千円）

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 3,161,819 3,161,819

資本剰余金 3,121,186 3,121,561

利益剰余金 7,117,295 7,674,833

自己株式 △378,388 △264,649

株主資本合計 13,021,912 13,693,564

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,914 576,559

為替換算調整勘定 △233,744 △143,461

評価・換算差額等合計 △199,830 433,098

純資産合計 12,822,081 14,126,662

負債純資産合計 40,178,102 43,000,093



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 58,571,796

売上原価 53,128,545

売上総利益 5,443,251

販売費及び一般管理費 5,650,155

営業損失（△） △206,903

営業外収益  

受取利息 7,877

受取配当金 46,116

その他 54,278

営業外収益合計 108,272

営業外費用  

支払利息 134,136

為替差損 66,512

債権売却損 57,835

その他 24,989

営業外費用合計 283,475

経常損失（△） △382,106

特別利益  

固定資産売却益 2,762

貸倒引当金戻入額 49,412

特別利益合計 52,175

特別損失  

固定資産除却損 13,799

投資有価証券売却損 2,934

投資有価証券評価損 10,989

貸倒引当金繰入額 1,602

特別損失合計 29,326

税金等調整前四半期純損失（△） △359,258

法人税、住民税及び事業税 84,892

法人税等調整額 △166,707

法人税等合計 △81,814

四半期純損失（△） △277,443



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 16,861,760

売上原価 15,805,059

売上総利益 1,056,701

販売費及び一般管理費 1,793,476

営業損失（△） △736,774

営業外収益  

受取利息 2,234

受取配当金 16,826

その他 10,013

営業外収益合計 29,074

営業外費用  

支払利息 48,370

為替差損 83,287

債権売却損 16,945

その他 8,164

営業外費用合計 156,768

経常損失（△） △864,468

特別利益  

固定資産売却益 △305

貸倒引当金戻入額 34,014

特別利益合計 33,708

特別損失  

固定資産除却損 87

投資有価証券売却損 2,934

投資有価証券評価損 3,480

特別損失合計 6,503

税金等調整前四半期純損失（△） △837,262

法人税、住民税及び事業税 △161,145

法人税等調整額 △180,349

法人税等合計 △341,495

四半期純損失（△） △495,767



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △359,258

減価償却費 511,980

貸倒引当金の増減額（△は減少） △280,823

賞与引当金の増減額（△は減少） △400,351

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,181

受取利息及び受取配当金 △53,993

支払利息 134,136

投資有価証券売却損益（△は益） 2,934

投資有価証券評価損益（△は益） 10,989

固定資産除却損 13,799

有形固定資産売却損益（△は益） △2,762

売上債権の増減額（△は増加） 5,583,825

たな卸資産の増減額（△は増加） △675,323

仕入債務の増減額（△は減少） △2,366,272

未収消費税等の増減額（△は増加） 20,718

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,093

その他 1,021,481

小計 3,219,900

利息及び配当金の受取額 52,799

利息の支払額 △133,514

法人税等の支払額 △441,904

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,697,280

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 △60,000

定期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の売却による収入 1,349

投資有価証券の取得による支出 △116,145

有形固定資産の売却による収入 2,785

有形固定資産の取得による支出 △32,908

無形固定資産の取得による支出 △62,594

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,514

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,765,386

短期借入金の返済による支出 △3,589,128

長期借入れによる収入 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △615,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △343,505

自己株式の売却による収入 1,296

自己株式の取得による支出 △115,411

社債の償還による支出 △1,114,000

配当金の支払額 △280,094

財務活動によるキャッシュ・フロー △290,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,225,578

現金及び現金同等物の期首残高 3,919,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,144,881



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

  

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．事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業

実態にあわせて区分しております。 

２．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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、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。この変更に伴い、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は、商事部門でそれぞれ151,697千円減少しておりま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

商事部門 
（千円） 

ＩＴ部門
（千円） 

製造部門
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  13,404,545  1,404,766  2,052,449  16,861,760  －  16,861,760

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,280  21,904  1,369  24,553 (24,553)  －

計  13,405,825  1,426,670  2,053,818  16,886,314 (24,553)  16,861,760

営業損失（△）  △210,242  △87,705  △73,867  △371,814 (364,960)  △736,774

商事部門 
（千円） 

ＩＴ部門
（千円） 

製造部門
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  47,588,478  4,973,266  6,010,052  58,571,796  －  58,571,796

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,739  60,930  7,008  75,679 (75,679)  －

計  47,596,218  5,034,196  6,017,061  58,647,475 (75,679)  58,571,796

営業利益又は営業損失（△）  819,407  365,223  △312,276  872,353 (1,079,257)  △206,903

（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。 

  



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

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  66,807,152

Ⅱ 売上原価  60,149,144

売上総利益  6,658,007

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,839,433

営業利益  818,573

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  12,657

受取配当金  41,785

その他  71,827

営業外収益合計  126,270

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  92,277

為替差損  14,126

債権売却損  41,180

その他  26,849

営業外費用合計  174,434

経常利益  770,409

Ⅵ 特別利益   

貸倒引当金戻入額  23

特別利益合計  23

Ⅶ 特別損失   

固定資産除却損  3,537

特別損失合計  3,537

税金等調整前四半期純利益  766,895

法人税等合計  420,860

四半期純利益  346,034



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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） 

  

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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  766,895

減価償却費   305,791

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △113

賞与引当金の増減額（△は減少）  △407,151

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △9,383

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  30,681

受取利息及び受取配当金  △54,443

支払利息   92,277

固定資産除却損  3,537

売上債権の増減額（△は増加）  △1,091,417

たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,036,547

仕入債務の増減額（△は減少）   3,053,107

未収消費税等の増減額（△は増加）  △121,380

未払消費税等の増減額（△は減少）  △21,739

その他   419,260

小計  1,929,372

利息及び配当金の受取額   53,099

利息の支払額  △88,799

法人税等の支払額  △813,572

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,080,099

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  △100,000

投資有価証券の取得による支出  △141,896

有形固定資産の取得による支出  △165,966

無形固定資産の取得による支出  △104,008

投資活動によるキャッシュ・フロー △511,871

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  9,548,781

短期借入金の返済による支出  △9,254,654

長期借入れによる収入  3,000,000

長期借入金の返済による支出  △225,000

自己株式の売却による収入   596

自己株式の取得による支出  △129,255

社債の償還による支出   △3,000,000

配当金の支払額   △284,607

財務活動によるキャッシュ・フロー △344,139

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,044

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  219,044

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,380,495

Ⅶ 新規連結に伴う現金同等物の増加額  279,071

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高  5,878,611



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） 

（注）事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業実態

にあわせて区分しております。 

  

（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

商事部門 
（千円） 

ＩＴ部門
（千円） 

製造部門
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  55,875,230  5,147,653  5,784,268  66,807,152  －  66,807,152

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,560  76,317  65,950  149,828 (149,828)  －

計  55,882,790  5,223,971  5,850,218  66,956,980 (149,828)  66,807,152

営業利益又は営業損失（△）  1,796,308  544,962  △372,042  1,969,228 (1,150,655)  818,573
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