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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 24,274 ― 1,108 ― 1,115 ― 629 ―

20年3月期第3四半期 42,084 △0.3 2,674 3.9 2,586 5.4 1,346 △0.7

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 28.28 28.08
20年3月期第3四半期 58.16 57.83

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 34,525 22,505 64.5 1,096.86
20年3月期 40,439 23,525 57.6 1,006.84

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  22,256百万円 20年3月期  23,299百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 20.00

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 29,500 △44.2 1,100 △67.0 1,100 △66.0 500 △68.1 22.45

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、３～４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、３～４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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、平成20年７月28日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては平成21年２月12日付の「業績予想の修正に関するお知 
 らせ」をご参照ください。 
２．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、平成21年２月12日 
 付の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、１株当たり当期純利益は、当第３四半期の期中平均株式数を基に算出しております。 
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規則」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 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  23,218,901株 20年3月期  23,164,901株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,927,528株 20年3月期  24,228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  22,270,329株 20年3月期第3四半期  23,156,385株



当第３四半期連結累計期間の世界経済は、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、景

気は更に下振れる懸念が強くなっています。国内においても、企業業績の悪化と個人消費の低迷が顕著となり、景

気は急速に悪化し、厳しい経営環境となっております。 

当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界におきましても、デジタル家電や産業機器の需要が急

速に冷え込むこととなり、収益が悪化したメーカーは生産調整やＩＴ投資を含めた設備投資の抑制・見直しの動き

を強める等、当社グループにとって厳しい事業環境となっております。 

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高242億74百万円、営業利11億８

百万円、経常利益11億15百万円、四半期純利益６億29百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

〔半導体設計事業〕 

半導体設計事業は、当社グループの高度なエンジニアリング力を効果的に活用して高付加価値商品・サービスの

提供に努め、既存顧客への販売強化・多様なニーズへの対応と新規顧客開拓に注力し、引き続き積極的な営業活動

を展開してまいりました。主力商品の米国ケイデンス社製半導体設計用（ＥＤＡ）ソフトウェアは、ライセンスモ

デルの変更により前年同期実績には及ばなかったものの、大型契約の更新に成功したほか、保守契約の順調な伸長

等により堅調に推移いたしました。大手半導体メーカーに採用されております自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴ

は、半導体市況の悪化による設備投資意欲の減退が顕在化し、受注が低迷しました。また、三栄ハイテックス株式

会社のＬＳＩ設計受託ビジネスは、更なる技術力の向上による競争力の強化と顧客設計需要の包括的取り込みに積

極的に取り組んでまいりましたが、市況悪化の影響を受けた業務案件数の減少が響き、売上は減少いたしました。

その結果、当事業の売上高は106億43百万円、営業利益は13億51百万円となりました。 

〔電子部品事業〕  

電子部品事業は、デジタル家電やＯＡ・ＦＡ市場を中心に、当社のエンジニアリング力を活かした高付加価値商

品の拡販に努めてまいりました。しかしながら、ハードディスク部門は、デジタルビデオ機向け小型ハードディス

クドライブの販売が前連結会計年度で終了したことに加え景気低迷による需要減が加わり、売上は大きく減少いた

しました。また、デバイス部門においても、競争激化による販売価格の下落や景気低迷によるデジタル家電向けデ

バイスの販売減少により、売上は大きく減少いたしました。アイティアクセス株式会社の組み込みソフトウェア、

ＯＡ機器やデジタル家電などの開発支援ビジネスはＯＡ機器やデジタルテレビ、車載向けデジタル家電の販売好調

により、ライセンス販売、受託開発案件ともに売上を伸ばしました。その結果、当事業の売上高は136億30百万円、

営業利益は７億47百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

〔日本〕 

ハードディスクドライブ、電子デバイス、自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴ等の販売が減少し、売上高は203億

15百万円、営業利益は21億４百万円となりました。 

〔アジア〕 

シンガポールにおけるハードディスクドライブの販売が減少し、売上高は39億58百万円、営業損失は５百万円と

なりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、345億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ59億13百万円減少して

おります。これは主に、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したためであります。 

一方、負債は120億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億93百万円減少しております。これは主に、借入

を返済し、法人税等を支払ったためであります。 

純資産は225億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億20百万円減少しております。これは主に、自己株式

を取得したためであります。この結果、自己資本比率は64.5％となり、前連結会計年度末に比べ6.9ポイント増加し

ております。 

  

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 



（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ16億54百万円減少し、14億79百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、27億30百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払い

があったものの、税金等調整前四半期純利益を計上したことに加え、売上債権が減少したためであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、１億19百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券を取

得したためであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、41億66百万円の支出となりました。これは主に、借入金の返済や自

己株式の取得などによるものであります。  

  

当社は、平成20年７月28日に公表しました平成21年３月期の通期業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、平成21年２月12日付で別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。  

  

該当事項はありません。  

   

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、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たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異の発生状況等に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用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．会計処理基準等に関する事項の変更 

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、主として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、主として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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が16,055千円、税金等調整前四半期純利益

が54,313千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。 

なお、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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

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、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、リース資産が有形固定資産に20,390千円計上されております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

２．追加情報  

役員退職慰労引当金 

第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社については役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役員

退職慰労引当金を計上しております。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は、それぞれ4,590千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。  



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 1,479,467 3,134,442

受取手形及び売掛金 8,866,972 12,950,536

商品及び製品 3,959,886 3,206,561

前渡金 5,318,176 6,018,111

その他 1,136,046 745,798

貸倒引当金 △1,658 △11,864

流動資産合計 20,758,890 26,043,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,078,757 8,073,796

減価償却累計額 △3,083,276 △2,936,181

建物及び構築物（純額） 4,995,481 5,137,615

土地 5,702,397 5,702,397

その他 698,595 759,563

減価償却累計額 △415,108 △480,785

その他（純額） 283,486 278,777

有形固定資産合計 10,981,365 11,118,790

無形固定資産   

のれん 664,331 798,130

その他 199,459 258,843

無形固定資産合計 863,790 1,056,974

投資その他の資産   

投資有価証券 850,634 1,006,221

その他 1,234,983 1,407,692

貸倒引当金 △163,829 △194,036

投資その他の資産合計 1,921,789 2,219,877

固定資産合計 13,766,945 14,395,642

資産合計 34,525,835 40,439,228



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,826,858 3,504,150

短期借入金 2,521,600 4,379,000

未払法人税等 42,921 1,043,266

前受金 4,198,552 4,527,495

賞与引当金 189,788 －

役員賞与引当金 24,102 －

その他 699,951 898,719

流動負債合計 10,503,775 14,352,631

固定負債   

長期借入金 1,100,000 2,160,400

退職給付引当金 251,539 227,855

役員退職慰労引当金 17,015 7,100

その他 148,163 165,555

固定負債合計 1,516,717 2,560,911

負債合計 12,020,493 16,913,542

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,517,159 10,504,094

資本剰余金 9,295,713 9,282,678

利益剰余金 3,530,883 3,307,949

自己株式 △1,048,588 △23,997

株主資本合計 22,295,169 23,070,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,969 176,443

繰延ヘッジ損益 24,333 43,576

為替換算調整勘定 △50,694 8,257

評価・換算差額等合計 △38,330 228,277

新株予約権 69,412 71,708

少数株主持分 179,090 154,973

純資産合計 22,505,342 23,525,685

負債純資産合計 34,525,835 40,439,228



（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 24,274,340

売上原価 19,306,881

売上総利益 4,967,458

販売費及び一般管理費 3,859,457

営業利益 1,108,001

営業外収益  

不動産賃貸料 374,235

その他 90,424

営業外収益合計 464,659

営業外費用  

支払利息 59,997

不動産賃貸費用 315,280

その他 81,684

営業外費用合計 456,962

経常利益 1,115,698

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,992

持分変動利益 7,953

その他 1,661

特別利益合計 18,607

特別損失  

投資有価証券評価損 16,851

たな卸資産評価損 38,258

その他 5,476

特別損失合計 60,586

税金等調整前四半期純利益 1,073,719

法人税等 417,213

少数株主利益 26,793

四半期純利益 629,713



（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 1,073,719

減価償却費 300,349

のれん償却額 133,799

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,992

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,683

受取利息及び受取配当金 △11,957

支払利息 59,997

売上債権の増減額（△は増加） 3,915,942

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △119,994

仕入債務の増減額（△は減少） △562,288

前受金の増減額（△は減少） △328,943

その他 △55,897

小計 4,419,418

利息及び配当金の受取額 10,760

利息の支払額 △70,169

法人税等の支払額 △1,629,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,730,570

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 △44,531

投資有価証券の取得による支出 △150,105

その他 74,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,996

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） △977,120

長期借入金の返済による支出 △1,771,400

自己株式の取得による支出 △1,028,404

配当金の支払額 △386,387

少数株主への配当金の支払額 △1,810

その他 △1,192

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,166,314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,654,975

現金及び現金同等物の期首残高 3,134,442

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,479,467



 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（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業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．各事業区分に属する主要な内容 

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、テストシステム、ＬＳＩ受託設計開発 

電子部品事業…………………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組込ソフト開発 

３．当第３四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、990,968千

円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．会計処理の方法の変更 

 「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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．会計処理基準等に関する事項の変更 ② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変

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営業利益は、半導体設計事業で1,685千円、電子部品事業で14,369千円それぞれ減

少しております。 

５．追加情報 

「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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 ２．追加情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社につ

いては役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役員退職慰労引当金を計上しております。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営業利益は、半導体設計事業で4,590

千円減少しております。 

６．事業区分の変更 

 事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、第１四半期連結会

計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の組

織変更に合わせて、従来「電子部品事業」に含めておりましたＡＳＩＣ受託設計販売及びボード開発販売を

「半導体設計事業」に含めることとしております。 

  

（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〕 

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
事業 

（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  10,643,517  13,630,823  24,274,340  －  24,274,340

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 9,251  1,812  11,063  △11,063  －

計  10,652,768  13,632,635  24,285,404  △11,063  24,274,340

営業利益  1,351,034  747,935  2,098,970  △990,968  1,108,001



 なお、当第３四半期連結累計期間において、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報

は、次のとおりであります。 

 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） 

  

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
事業 

（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  9,187,502  15,086,838  24,274,340  －  24,274,340

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 8,161  －  8,161  △8,161  －

計  9,195,664  15,086,838  24,282,502  △8,161  24,274,340

営業利益  1,367,108  731,861  2,098,970  △990,968  1,108,001

〔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、中国、香港 

３．当第３四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、990,968

千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．会計処理の方法の変更 

「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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．会計処理基準等に関する事項の変更 ② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変

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営業利益は、日本で16,055千円減少しております。 

５．追加情報 

「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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 ２．追加情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、一部の連結子会社につ

いては役員退職慰労金制度を設けたことに伴い、役員退職慰労引当金を計上しております。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営業利益は、日本で4,590千円減少し

ております。 

  

  
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  20,315,860  3,958,479  24,274,340  －  24,274,340

 （２） セグメント間の 

    内部売上高又は振替高 
 3,481,075  12,637  3,493,712  △3,493,712  －

 計  23,796,936  3,971,117  27,768,053  △3,493,712  24,274,340

 営業利益又は営業損失（△）  2,104,267  △5,297  2,098,970  △990,968  1,108,001



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す。 

     （1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ 

     （2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、ドイツ、ベルギー、イギリス、フランス、ポーランド 

     （3）北米・・・・・・アメリカ 

    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。  

  

〔海外売上高〕 

  アジア ヨーロッパ 北米 計

 Ⅰ 海外売上高（千円）  6,552,554  604,155  329,660  7,486,370

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  24,274,340

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 27.0  2.5  1.3  30.8

（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、当第３四半期連結累計期間において、自己株式2,903,300株を取得しております。この結果、当第３

四半期連結累計期間において自己株式が1,024,590千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式

が1,048,588千円となっております。 

  



「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  42,084,587

Ⅱ 売上原価  35,551,312

売上総利益  6,533,275

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,858,766

営業利益  2,674,508

Ⅳ 営業外収益  565,484

Ⅴ 営業外費用  653,966

経常利益  2,586,025

Ⅵ 特別利益  67,382

Ⅶ 特別損失  236,258

税金等調整前四半期純利益  2,417,150

税金費用  1,036,858

少数株主利益  33,606

四半期純利益  1,346,685



（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  2,417,150

減価償却費  390,644

退職給付引当金の減少額  △2,952

受取利息及び受取配当金  △13,309

支払利息  208,149

売上債権の減少額   1,517,382

たな卸資産・前渡金の増加額 △1,399,602

仕入債務の減少額 △244,388

その他   2,067,924

小計  4,940,998

利息及び配当金の受取額   12,099

利息の支払額  △207,104

法人税等の支払額  △792,815

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,953,177

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  △54,434

有形固定資産の売却による収入  83,002

投資有価証券の取得による支出  △42,061

投資有価証券の売却による収入  89,703

長期貸付金の回収による収入  2,432

営業譲渡による収入  10,000

その他  △176,450

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,807

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額 △1,801,897

長期借入金の返済による支出 △1,815,170

自己株式の取得による支出 △24,255

親会社による配当金の支払 △312,005

少数株主への配当金の支払  △1,810

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,955,139

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △36,223

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △125,993

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,660,288

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,534,295



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）１．事業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．各事業区分に属する主要な内容 

        半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、半導体ＦＡＢ関連、ＬＳＩ受託設計開発 

       電子部品事業…………………電子デバイス、ストレージ、受託開発、組込ソフト開発 

    ３．当四半期連結累計期間における消去又は全社の項目に含めた配賦不能な営業費用の金額は、1,167,000千円

であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
半導体設計事業

（千円） 
電子部品事業
（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  12,228,546  29,856,041  42,084,587  －  42,084,587

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  12,228,546  29,856,041  42,084,587  －  42,084,587

営業費用  9,731,857  28,511,220  38,243,078  1,167,000  39,410,078

営業利益  2,496,688  1,344,820  3,841,508  △1,167,000  2,674,508
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