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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 22,936 ― 275 ― 245 ― 88 ―

20年3月期第3四半期 26,040 △10.9 469 △29.3 457 △29.5 259 △22.9

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 9.33 ―

20年3月期第3四半期 26.04 ―

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 22,369 11,456 51.2 1,203.65
20年3月期 23,879 11,913 49.9 1,196.39

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,456百万円 20年3月期  11,908百万円

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 ― 6.50 ― 6.50 13.00
21年3月期 ― 6.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.50 13.00

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  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 28,000 △18.4 135 △80.5 100 △83.8 25 △93.8 2.63

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、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５月14日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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。前記の予想に関する事項については、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
覧ください。 
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  9,969,297株 20年3月期  9,969,297株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  450,948株 20年3月期  15,393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  9,518,623株 20年3月期第3四半期  9,959,175株



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機の影響を大きく受け、株価下落や急激

な為替変動に加え、企業の設備投資の減少、個人消費の落ち込み等により、景気は急速に悪化してまいりました。

このような情勢のもとで当社グループは、車載LAN、USBの学習ボード「bits pot」を開発し、販売を開始するな

ど、三新（新商品の開発、新市場の開拓、新規顧客の獲得）の推進に注力し、事業領域の拡大に努めてまいりまし

た。しかし、携帯端末ビジネスの大型案件終息の影響が大きく、当第３四半期連結累計期間の売上高は229億36百万

円、営業利益は２億75百万円、経常利益２億45百万円、四半期純利益88百万円となりました。 

  

（1）電子デバイス部門 

半導体は、市況の急激な悪化によりすべての業態で大幅な生産調整・在庫調整が行われ受注・売上とも急減し底

が見えない状況が続きました。電源用パワーデバイスも同様に医療機器向けアジア圏の通信インフラ市場向けが急

速に減速しました。空調機器向けセンサーも好調に推移していた欧州市場の需要が第３四半期後半から減少し始め

ました。電子部品はFA機器向けリレー・コネクタとアミューズメント機器向けスイッチ・ボリュームとも市況の悪

化により急激に減少しました。その結果、売上高は102億80百万円となりました。 

（2）情報機器部門 

電子機器部門では企業向けの3.5インチHDDが顧客の複数ベンダー採用によりその影響が夏頃から出始め、さらに

下期に入ってからは景気の後退による顧客サーバの売れ行き不振もあり後半は完全に失速しました。一方、2.5イン

チHDDは企業向けの拡販に努めた結果順調に立ち上がりましたが、コンシューマー向けに関しては価格競争が激しく

継続的な販売がかなわず大きく減少し全体としても減少しました。エンドユーザ向けサーバ/PCは継続商談は順調で

ありましたが、案件ベースでの商談が下期期待されたものの景気後退の影響もあり苦戦しました。シリアルプリン

ターは漸減状態が一服し今期は期初より順調に推移し大きく伸長しました。その結果、売上高は112億81百万円とな

りました。 

（3）プロダクト部門 

EMSビジネスにおいては、新規顧客からの受託も増え、またODMビジネスにおいても当社自社製品である呼出し機

の無線技術を応用した新規物件が決まり、今後順調に推移すると思われましたが、10月以降の景気低迷に伴い顧客

在庫調整等により発注数量が大幅に減少し厳しい状況で推移しました。カラオケ関連製品においては価格競争の影

響を受け低調に推移しました。 自社製品では、車載ＬＡＮ(CAN,LIN,FlexRay)、USBが体感できる学習用ボード

「bits pot」を５種類開発し９月より順次販売を開始しております。従業員呼び出し機（ピコル）に関しては取引

先の新店舗開発が減少したこと、新規顧客への販売は既存メーカーの継続採用等により苦戦しております。 開発部

門は、自動車、FA機器向けでマイコンのソフト開発は順調に推移しております。景気低迷に伴い社外への発注を抑

える動きがあり、今後厳しい状況に推移すると思われます。ASIC関連では、大規模なASIC開発案件が決まり順調に

推移しました。 その結果、売上高は13億74百万円となりました。 

  

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ15億９百万円減少し、223億69百万円となりました。この主

な要因は、現金及び預金、投資有価証券の減少等によるものであります。純資産は114億56百万円となり、前連結会

計年度末に比べ４億56百万円の減少となりました。これは主に自己株式取得による減少、その他有価証券評価差額

金の減少等によるものであります。これらの結果、自己資本比率は51.2％と前連結会計年度末に比べ1.3％増加とな

りました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は14億81百万円となりました。これは主に売上債権の増加３億17百万円、仕入債務

の減少７億91百万円等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） 

投資活動の結果使用した資金は８億88百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出９億円等によ

るものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は３億１百万円となりました。これは主に自己株式の取得による支出１億55百万

円、配当金の支払１億24百万円等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 



  

経営環境等を勘案し、通期の連結業績予想の見直しを行い、平成20年５月14日発表の予想を修正いたしました。

詳細は本日公表いたしました、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

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 

税金費用については、当四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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、法人税等に含めて表示しております。 

  

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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、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）

が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（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。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 

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 

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）を適用しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 

  



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 3,802,696 6,475,411

受取手形及び売掛金 11,695,448 11,443,370

たな卸資産 2,406,614 2,199,739

その他 265,536 159,627

貸倒引当金 △3,052 △10,115

流動資産合計 18,167,243 20,268,033

固定資産   

有形固定資産 1,799,974 1,820,637

無形固定資産 54,625 65,027

投資その他の資産   

投資有価証券 679,501 1,096,303

長期預金 900,000 －

その他 794,668 650,195

貸倒引当金 △26,651 △21,120

投資その他の資産合計 2,347,518 1,725,378

固定資産合計 4,202,118 3,611,043

資産合計 22,369,362 23,879,077

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,391,853 7,260,258

短期借入金 3,132,971 3,155,693

未払法人税等 6,427 134,626

賞与引当金 78,122 147,962

役員賞与引当金 － 14,300

その他 263,397 257,962

流動負債合計 9,872,773 10,970,803

固定負債   

退職給付引当金 963,747 933,014

役員退職慰労引当金 71,012 56,335

その他 5,085 5,268

固定負債合計 1,039,845 994,618

負債合計 10,912,618 11,965,421



（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 2,852,717 2,852,717

資本剰余金 3,205,863 3,205,863

利益剰余金 5,568,325 5,606,070

自己株式 △163,182 △7,705

株主資本合計 11,463,724 11,656,945

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,678 274,736

為替換算調整勘定 △47,659 △22,938

評価・換算差額等合計 △6,980 251,798

少数株主持分 － 4,911

純資産合計 11,456,743 11,913,655

負債純資産合計 22,369,362 23,879,077



（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 22,936,411

売上原価 20,729,200

売上総利益 2,207,211

販売費及び一般管理費 1,931,735

営業利益 275,475

営業外収益  

受取利息 19,360

受取配当金 23,550

仕入割引 2,681

その他 10,093

営業外収益合計 55,686

営業外費用  

支払利息 39,785

為替差損 45,329

その他 284

営業外費用合計 85,398

経常利益 245,762

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,531

特別利益合計 1,531

特別損失  

投資有価証券評価損 41,319

固定資産除却損 293

特別損失合計 41,612

税金等調整前四半期純利益 205,681

法人税等 116,855

四半期純利益 88,825



（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 7,131,535

売上原価 6,486,549

売上総利益 644,986

販売費及び一般管理費 620,013

営業利益 24,972

営業外収益  

受取利息 4,108

受取配当金 8,325

仕入割引 840

その他 4,507

営業外収益合計 17,781

営業外費用  

支払利息 12,697

為替差損 54,375

その他 22

営業外費用合計 67,096

経常損失（△） △24,341

特別利益  

役員賞与引当金戻入額 7,150

特別利益合計 7,150

特別損失  

投資有価証券評価損 35,225

固定資産除却損 36

特別損失合計 35,262

税金等調整前四半期純損失（△） △52,454

法人税等 △13,934

四半期純損失（△） △38,519



（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利益 205,681

減価償却費 22,762

のれん償却額 9,703

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,531

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,840

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,732

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,677

受取利息及び受取配当金 △42,911

支払利息 39,785

為替差損益（△は益） △15,100

その他の営業外損益（△は益） △12,490

固定資産除却損 293

投資有価証券評価損益（△は益） 41,319

売上債権の増減額（△は増加） △317,814

たな卸資産の増減額（△は増加） △228,936

仕入債務の増減額（△は減少） △791,274

その他 △83,051

小計 △1,212,294

利息及び配当金の受取額 42,911

利息の支払額 △50,519

法人税等の支払額 △271,068

その他の収入 9,356

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,481,616

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 △900,000

有形固定資産の取得による支出 △2,143

投資有価証券の取得による支出 △34,507

投資有価証券の売却による収入 20,000

子会社株式の取得による支出 △5,481

貸付けによる支出 △36,000

貸付金の回収による収入 2,874

その他 67,147

投資活動によるキャッシュ・フロー △888,111

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △20,638

自己株式の取得による支出 △155,476

配当金の支払額 △124,361

少数株主への配当金の支払額 △630

財務活動によるキャッシュ・フロー △301,106

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,672,729

現金及び現金同等物の期首残高 6,470,400

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,797,671



 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。 

  

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービスの提

供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っております。 

いずれも単一の事業活動を営んでおりますので、その記載を省略しております。 

  

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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

  

  

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） 

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

３．海外売上高は、当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。 

  

  

（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〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 
アジア
（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  19,806,411  3,130,000  22,936,411  －  22,936,411

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,299,508  6,899  1,306,408 (1,306,408)  －

計  21,105,920  3,136,899  24,242,819 (1,306,408)  22,936,411

営業費用  20,862,990  3,119,168  23,982,159 (1,321,223)  22,660,935

営業利益  242,929  17,730  260,660 14,815  275,475

〔海外売上高〕 

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,241,026  3,241,026

Ⅱ 連結売上高（千円）    22,936,411

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
 14.1  14.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年４月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得することおよびその具体的な取得方法について決議し、

平成20年４月15日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）によって、当社普通株式435,000株

（取得価額155,295千円）を取得いたしました。  

  



「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 

  

科目 

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） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  26,040

Ⅱ 売上原価  23,612

売上総利益  2,427

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,958

営業利益  469

Ⅳ 営業外収益  47

Ⅴ 営業外費用  59

経常利益  457

Ⅵ 特別損益  71

税金等調整前四半期純利益  529

税金費用  268

少数株主損益  1

四半期純利益  259



（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） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益  529

 減価償却費及びのれん償却額  36

 売上債権の増減額  2,303

 たな卸資産の増減額 △11

 仕入債務の増減額 △2,260

 その他 △522

営業活動によるキャッシュ・フロー  73

    

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 △25

 投資有価証券の取得及び売却額  110

 その他 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー  79

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 借入金の増減額  175

 親会社による配当金の支払額 △129

 その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー  41

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △22

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  171

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,233

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  4,405



（３）セグメント情報 

前年同四半期はセグメント情報を作成していないため、記載しておりません。 
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