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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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5月期第3四半期 126,273 ― 654 ― 1,315 ― △1,322 ―

20年5月期第3四半期 157,679 △6.5 2,983 △36.6 2,355 △49.1 1,219 △47.1

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5月期第3四半期 △75.32 ―

20年5月期第3四半期 69.46 ―

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5月期第3四半期 72,821 27,240 37.4 1,551.45
20年5月期 90,863 30,453 33.5 1,734.38

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  27,240百万円 20年5月期  30,453百万円

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  
 

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5月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
21年5月期 ― 15.00 ―

21年5月期 
（予想）

0.00 15.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 163,000 △22.7 0 △100.0 250 △91.4 △1,900 ― △108.21
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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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により上記予想数値と異なる可能性
があります。なお、上記業績予想に関する事項は、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をご覧ください。 
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。 
３．平成21年４月７日開催の取締役会において、会社法の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。（平成21年４月７日公表の「自己株
式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。） 
なお、「３．平成21年５月期の連結業績予想」の１株当たりの当期純利益は、当該自己株式取得の影響を考慮しておりません。  

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5月期第3四半期 17,946,826株 20年5月期  17,946,826株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  388,515株 20年5月期  387,914株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期 17,558,583株 20年5月期第3四半期 17,558,909株
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    当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融・

経済の混乱により、設備投資、個人消費の低迷が更に加速、株価下落、資産デフレ、信用不安など先行きの見えな

い経済環境が続いております。またエレクトロニクス業界におきましても、大幅かつ急激な在庫調整と、最終製品

マーケットにおける消費低迷に歯止めがかかっておらず、足下の状況は部品、機器を含めた広い分野にわたり厳し

い環境となっております。 

      このような環境の中、当社グループでは、回復・成長期に向けた事業構造の改革と収益構造の改善に取り組み企

業体質の改善・強化を目指しておりますが、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1,262億73百

万円（前年同期比19.9％減）となりました。利益面におきましては、売上高の減にともなう売上総利益の減少及び

部品価格の下落により、営業利益は6億54百万円（前年同期比78.1％減）となったものの、米国ドルに対して台湾ド

ル安による外貨建債権等の為替差益の計上により、経常利益は13億15百万円（前年同期比44.1％減）となりまし

た。また四半期純利益につきましては、第３四半期連結会計期間末における株価の下落による投資有価証券評価損

の計上、及び連結子会社の工場閉鎖にともなう構造改革費用の計上や希望退職者への特別退職金計上など経営の合

理化に向けた取り組みによる特別損失の計上、ならびに国内子会社における繰延税金資産の取り崩しにより、13億

22百万円の損失となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績概況は次のとおりです。 

 ① 電子部品 

     当第３四半期連結累計期間は、海外でのＬＣＤドライバの減、国内におけるデジタルカメラ向け電子部品採用機

種の生産減、ＤＶＤ用光部品の減、半導体製造装置向け部材の減などで、売上高は1,101億13百万円（前年同期比

21.9％減）となりました。営業利益は売上高の減による売上総利益の減少により、17億88百万円（前年同期比

57.9％減）となりました。 

  

② 電子機器 

      当第３四半期連結累計期間は、特定用途向けＰＣや携帯ショップ向け装置が増となったものの、金融機関他向け

ＰＣ、放送局向け設備及びＦＡ関連装置などの減により、売上高は161億59百万円（前年同期比2.8％減）となりま

した。営業利益は売上高の減による売上総利益の減少及びＣＡＤ他高利益商品の減、ならびに設備装置関連の利益

率低下により、2億21百万円（前年同期比46.3％減）となりました。 

  

（１）資産、負債、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180億42百万円減少し、728億21百万円と

なりました。また、純資産は、前連結会計年度末に比べて32億13百万円減少して272億40百万円となり、自己資

本比率は37.4％となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

    当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、仕入債務の減少及びたな卸資産の増

加、長期借入金の返済等による資金の減少はあったものの、売上債権の減少、長期借入れによる資金の増加によ

り、前連結会計年度末に比べて41億17百万円増加し、105億58百万円となりました。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果得られた資金は70億57百万円となりました。 

  これは主に仕入債務の減少及びたな卸資産の増加により資金が減少したものの、売上債権の減少により得られ

た資金が増加したこと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2億91百万円となりました。 

  これは主に投資有価証券の取得による支出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21億17百万円となりました。 

  これは主に長期借入れにより資金が増加したものの、長期借入金の返済により資金が減少したことによるもの

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 
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  通期の見通しにつきましては、第２四半期後半以降の実体経済の急激な減速と消費の低迷により、景気動向及び

市場環境は引き続き不透明感が継続するものと思われます。このような状況判断を基に、平成21年５月期の連結業

績予想につきましては、本日（平成21年４月７日）修正開示をしておりますように下記の通りといたしました。 

（連結業績予想） 

        売上高       1,630億円（前期比  22.7％減） 

        営業利益     0百万円（前期比 100.0％減） 

        経常利益   2億50百万円（前期比  91.4％減） 

        当期純損失     19億円 

  

 該当事項はありません。  

    

 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、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率により、一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

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棚卸高の算定に関しては、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、合理的に算定する方法によっております。 

   また、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。 

  ③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   法人税等の納付税額の算定に関しては、主として加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

 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等に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末におい

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。 

 ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい

変化が認められた場合には、前連結会計年度末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

に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

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 

       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低価法によっており

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ともない、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。 

       この変更にともなう営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

             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、連結決算上必要な修正を行っております。 

     この変更にともなう営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

     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。 
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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21年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,621 6,507 

受取手形及び売掛金 36,800 58,067 

有価証券 5 1 

商品 12,678 11,370 

製品 179 362 

原材料 12 14 

仕掛品 819 797 

その他 1,970 2,476 

貸倒引当金 △11 △152 

流動資産合計 63,075 79,445 

固定資産   

有形固定資産 5,642 5,888 

無形固定資産   

のれん 14 19 

その他 1,290 1,302 

無形固定資産合計 1,304 1,321 

投資その他の資産   

その他 2,997 4,401 

貸倒引当金 △198 △192 

投資その他の資産合計 2,798 4,208 

固定資産合計 9,746 11,418 

資産合計 72,821 90,863 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年２月28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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,531 29,912 

短期借入金 10,873 12,346 

1年内返済予定の長期借入金 345 6,177 

1年内償還予定の社債 1,000 1,000 

未払法人税等 210 419 

その他 2,559 2,508 

流動負債合計 33,521 52,364 

固定負債   

長期借入金 9,250 4,900 

退職給付引当金 2,387 2,426 

その他 422 719 

固定負債合計 12,059 8,045 

負債合計 45,580 60,410 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,611 2,611 

資本剰余金 3,608 3,608 

利益剰余金 24,271 26,070 

自己株式 △879 △879 

株主資本合計 29,611 31,410 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48 261 

繰延ヘッジ損益 △4 △2 

土地再評価差額金 △474 △474 

為替換算調整勘定 △1,842 △740 

評価・換算差額等合計 △2,371 △956 

純資産合計 27,240 30,453 

負債純資産合計 72,821 90,863 
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 126,273 

売上原価 117,098 

売上総利益 9,175 

販売費及び一般管理費 8,520 

営業利益 654 

営業外収益  

受取利息 55 

受取配当金 54 

為替差益 631 

その他 280 

営業外収益合計 1,022 

営業外費用  

支払利息 277 

その他 84 

営業外費用合計 361 

経常利益 1,315 

特別利益 1 

特別損失  

投資有価証券評価損 1,020 

特別退職金 993 

構造改革費用 216 

その他 2 

特別損失合計 2,233 

税金等調整前四半期純損失（△） △916 

法人税、住民税及び事業税 270 

法人税等調整額 136 

法人税等合計 406 

四半期純損失（△） △1,322 
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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12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 30,223 

売上原価 27,939 

売上総利益 2,283 

販売費及び一般管理費 2,567 

営業損失（△） △283 

営業外収益  

受取利息 9 

受取配当金 17 

為替差益 239 

その他 47 

営業外収益合計 313 

営業外費用  

支払利息 82 

その他 19 

営業外費用合計 102 

経常損失（△） △72 

特別利益 0 

特別損失  

投資有価証券評価損 247 

特別退職金 993 

構造改革費用 143 

その他 0 

特別損失合計 1,385 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,457 

法人税、住民税及び事業税 △101 

法人税等調整額 △267 

法人税等合計 △368 

四半期純損失（△） △1,088 
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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６月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △916 

減価償却費 316 

受取利息及び受取配当金 △110 

仕入割引 △153 

支払利息 277 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,020 

特別退職金 993 

構造改革費用 216 

売上債権の増減額（△は増加） 17,895 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,758 

仕入債務の増減額（△は減少） △9,159 

未払消費税等の増減額（△は減少） 393 

その他 △1,368 

小計 7,647 

利息及び配当金の受取額 109 

仕入割引の受取額 153 

利息の支払額 △234 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △619 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,057 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △230 

その他 △60 

投資活動によるキャッシュ・フロー △291 

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） △71 

長期借入れによる収入 4,400 

長期借入金の返済による支出 △5,860 

配当金の支払額 △579 

その他 △5 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,117 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △531 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,117 

現金及び現金同等物の期首残高 6,440 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,558 
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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。 

  

（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〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

 （注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している取扱商品・製品区分によっております。 

２．各事業区分の主な商品・製品の名称 

(1）電子部品…メモリ、マイコン、ASIC、表示素子、半導体素子、電気機材、一般電子部品、スイッチ製品、

マイコン・ASIC開発ソフト 

(2）電子機器…情報機器、生産設備機器、情報通信関連製品、PCシステムソフト、OEM量産製品 

３．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） 

       「定性的情報・財務諸表等」４（3）②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。なお、これによる当

第３四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

      （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） 

       「定性的情報・財務諸表等」４（3）③に記載のとおり、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、これによる当第３四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。 

   

  電子部品 
（百万円） 

電子機器 
（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  25,139  5,084  30,223  －  30,223

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 10  50  61  (61)  －

計  25,150  5,135  30,285  (61)  30,223

営業利益又は 

営業損失（△） 
 90  51  141  (425)  △283

  電子部品 
（百万円） 

電子機器 
（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  110,113  16,159  126,273  －  126,273

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 53  262  315  (315)  －

計  110,167  16,421  126,589  (315)  126,273

営業利益  1,788  221  2,010  (1,355)  654
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日）   

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、中華人民共和国 

(2）米 州…アメリカ合衆国 

(3）その他…ドイツ連邦共和国 

３．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） 

       「定性的情報・財務諸表等」４（3）②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。なお、これによる当

第３四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

      （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） 

       「定性的情報・財務諸表等」４（3）③に記載のとおり、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、これによる当第３四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。 

   

  日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

米州 
（百万円） 

その他 
（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 
 19,069  10,752  272  129  30,223  －  30,223

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 838  87  0  －  925  (925)  －

計  19,907  10,840  272  129  31,149  (925)  30,223

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △398  142  2  △2  △256  (27)  △283

  日本 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

米州 
（百万円） 

その他 
（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 
 75,028  49,579  1,041  624  126,273  －  126,273

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,872  313  0  －  4,185  (4,185)  －

計  78,900  49,893  1,041  624  130,459  (4,185)  126,273

営業利益又は 

営業損失（△） 
 64  682  17  △10  754  (100)  654
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当第３四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…台湾、香港、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、タイ王国、大韓民国、中華人民 

    共和国 

(2）米 州…アメリカ合衆国 

(3）その他…ドイツ連邦共和国、チェコ共和国 

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又は地域における売上高であり

ます。 

  

  

〔海外売上高〕 

  アジア 米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  12,638  272  250  13,162

Ⅱ 連結売上高（百万円）        30,223

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 41.8  0.9  0.9  43.6

  アジア 米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  59,341  1,043  774  61,158

Ⅱ 連結売上高（百万円）        126,273

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 47.0  0.8  0.6  48.4

（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。 
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成19年６月１日 

至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  157,679

Ⅱ 売上原価  145,508

売上総利益  12,171

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,188

営業利益  2,983

Ⅳ 営業外収益        404

Ⅴ 営業外費用    1,033

経常利益  2,355

Ⅵ 特別利益  118

Ⅶ 特別損失    188

税金等調整前四半期純利益  2,284

税金費用  1,065

四半期純利益  1,219
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（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６月１日 

至 平成20年２月29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  2,284

 投資有価証券売却益  △106

 売上債権の増加額  △3,979

 たな卸資産の増加額  △1,957

 営業保証金の減少額  9

 仕入債務の増加額  1,625

 法人税等の支払額  △1,892

 その他  △468

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,484

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出  △431

 投資有価証券の売却による収入  209

 有形固定資産の取得による支出  △63

 その他  △36

投資活動によるキャッシュ・フロー  △322

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の純増加額  6,441

 長期借入れによる収入  1,400

 長期借入金の返済による支出  △2,410

 配当金の支払額  △667

 その他  △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,764

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △471

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △514

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,479

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  5,965
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  販売実績 

  前第３四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報 

 事業の種類別セグメントの名称 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年６月１日 

    至 平成20年２月29日）   

 対前年同四半期比 

 電 子 部 品 事 業 
             百万円  

         141,058  

               ％ 

                        93.0 

 電 子 機 器 事 業           16,621                         97.8 

 合 計           157,679                         93.5 

佐鳥電機㈱（7420） 平成21年５月期 第３四半期決算短信 

15


