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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 61,114 △12.9 1,613 △23.8 1,607 △22.9 767 △34.2

20年3月期 70,168 2.5 2,117 1.5 2,084 2.9 1,165 2.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 51.88 ― 5.4 5.1 2.6
20年3月期 78.75 ― 8.5 5.9 3.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 28,351 14,297 50.4 971.44
20年3月期 35,247 14,050 39.9 949.45

（参考） 自己資本   21年3月期  14,297百万円 20年3月期  14,050百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,540 △655 △313 2,743
20年3月期 △82 △174 △836 1,210

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 207 17.8 1.5
21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 236 30.8 1.7

22年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 58.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

20,000 △41.3 30 △97.5 30 △97.5 0 ― 0.00

通期 47,000 △23.1 470 △70.9 470 △70.8 250 △67.4 16.99



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は，20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」を御覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 14,798,600株 20年3月期 14,798,600株

② 期末自己株式数 21年3月期  80,463株 20年3月期  287株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 51,556 △11.2 1,451 △23.9 1,470 △22.3 734 △31.1

20年3月期 58,081 2.9 1,906 △3.1 1,893 △2.8 1,066 0.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 49.64 ―

20年3月期 72.06 ―

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 25,307 14,116 55.8 959.09
20年3月期 31,801 13,856 43.6 936.37

（参考） 自己資本 21年3月期  14,116百万円 20年3月期  13,856百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 



（1）経営成績に関する分析  

当連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益も比較的順調に推移した前半に対し、後半は米国に端を発した世

界的な金融不安が、実体経済に急速かつ広範囲に渡って影響を及ぼし、企業の生産活動の停滞、設備投資の抑制、個

人消費の低迷、さらに株価下落も伴って景気は急激に悪化しました。 

当社グループを取り巻く事業環境においても、上期は自動車・液晶製造装置関連向けを始め設備需要等が好調に推

移しましたが、下期に入り月を追うごとに、当初の想定を大きく上回る急激な設備投資抑制に見舞われ、特に、当社

主力のＦＡ・デバイス事業においては需要が大幅に減退しました。 

このような厳しい状況下、当社は“2010年中期ビジョン”を経営目標に「新規需要開拓」と「パートナー商品の拡

大」に傾注し、付加価値創出に取組んでまいりましたが、業績急変に対する緊急対策として、徹底した経費の節減に

努め、“業務の効率化”を促進してまいりました。 

これらの結果、当社グループの当連結会計期間の売上高は611億14百万円（前期比 12.9％減）、営業利益16億13百

万円（前期比 23.8％減）、経常利益16億７百万円（前期比 22.9％減）となりました。 

また、特別損失として、投資有価証券評価損(１億59百万円)等を計上した結果、当期純利益は7億67百万円（前期

比 34.2％減）となりました。 

  

＜セグメント別の状況＞ 

 事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

  

ａ）ＦＡ・デバイス事業 

（産業機器システム） 売上高：254億93百万円（前期比 91.9％） 構成比 41.7％ 

産業機器システム分野においては、システム装置関連が伸長したものの、下期における液晶・電子機器製造装置及

び設備需要が急速に減退し、プログラマブルコントローラ、サーボモータなどのＦＡ関連機器が減少しました。産業

機は、マイクロレーザー加工機等の設備投資需要が前期以上に低迷し、大幅に減少しました。 

この結果、当部門全体では、前期比8.1％減の254億93百万円となりました。 

  

（半導体・デバイス） 売上高：164億86百万円（前期比 81.7％） 構成比 27.0％ 

半導体・デバイス分野における半導体は、上期はディスク向けレーザーダイオードが増加したものの、下期に入り

車載関連及び制御機器向け需要を始めとして全体的に大幅減となり、前期比30.2％減少しました。デバイスは、上期

は駅務関連及び金融端末向けのエンベデッド機器の需要に支えられていましたが、下期に入り設備投資の抑制により

需要は減退し、前期比4.6％減少となりました。 

この結果、当部門全体では、前期比18.3％減の164億86百万円となりました。 

  

これらの結果、ＦＡ・デバイス事業においては、売上高419億80百万円（前期比12.4％減、構成比68.7％）、営業

利益は14億22百万円（前期比26.6％減）となりました。 

  

ｂ）社会・情報通信事業 

（社会インフラ） 売上高：110億77百万円（前期比 95.0％） 構成比 18.1％ 

社会インフラ分野においては、冷住機器は、工事物件が伸長したものの冷熱住設機器が減少したことにより、若

干の減少となりました。ビル設備は、厳しい業界全体の影響を受け減少しました。重電は、工場向け大型設備の需要

が寄与し増加となりました。電子医療機器は、当初計画通り病院向け設備需要が寄与しましたが、前期までには至り

ませんでした。 

この結果、当部門全体では、前期比5.0％減の110億77百万円となりました。 

  

１．経営成績



（情報通信） 売上高：80億57百万円（前期比 76.2％） 構成比 13.2％ 

情報通信分野においては、主力の携帯電話が、法人向の需要が寄与したものの、キャリアの販売施策の変更の影響

により大幅減となりました。情報システムはリプレース需要が期待されたものの景気減退に伴い、販売管理・生産管

理システムを中心として需要が減少しました。 

この結果、当部門全体では、前期比23.8％減の80億57百万円となりました。 

  

これらの結果、社会・情報通信事業においては、売上高191億34百万円（前期比14.0％減、構成比31.3％）、営業

利益は１億91百万円（前期比5.8％増）となりました。 

   

＜次期の見通し＞ 

国内外とも非常に厳しい経済情勢が長期化するなか、当社を取り巻く事業環境においても、前半は、半導体・液晶

関連を中心とした製造設備や工場設備等の需要が一段と厳しくなるものと予想されます。後半からは、在庫調整も進

み、景気刺激策による需要回復が緩やかに進むものと期待されますが、全体的には予断を許さぬ厳しい状況が続くも

のと予想されます。 

このような状況下、当社グループにおきましては、今回の世界同時不況による危機を克服すべく、キーワードであ

る“総合力”を最大限に発揮し、事業分野間そして営業と技術のさらなる連携のもと、“ニュービジネスモデルの構

築”、“パートナー商品の拡販”、“中国市場の開拓”を最重点課題として注力してまいります。 

また、コーポレートメッセージ『！Ｌｉｎｋ（ビックリンク）』に込めた、“新たな感動と驚きを創出する”ソリ

ューション技術商社として、より一層の経営基盤の強化・拡大にグループを挙げて取組んでまいります。 

  

 なお、現時点での平成22年3月期の業績見通しは以下の通りです。  

（2）財政状態に関する分析 

 ＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

 当連結会計年度末における総資産は283億51百万円と、前連結会計年度末と比較して、68億95百万円減少しました。

 

  

＜流動資産＞ 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、224億56百万円（前連結会計年度末は292億67百万円）となり、68億

11百万円減少しました。主な減少の要因は、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比72億30百万円減）であ

ります。 

＜固定資産＞ 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、58億95百万円（前連結会計年度末は59億79百万円）となり、83百万

円減少しました。主な減少の要因は、期末時価評価額の下落による投資有価証券の減少によるものであります。 

＜流動・固定負債＞ 

 当連結会計年度末における負債の残高は、流動・固定合計で140億53百万円（前連結会計年度末は211億96百万円）

となり、71億42百万円減少しました。主な減少の要因は、支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比67億79百

万円減）であります。 

＜純資産＞ 

 当連結会計年度末における純資産の残高は、142億97百万円（前連結会計年度末は140億50百万円）となり、２億47

百万円増加しました。主な増加の要因は、剰余金の配当２億21百万円により一部相殺されたものの、当期純利益を７

億67百万円計上したことによる利益剰余金の増加（前連結会計年度末比５億45百万円増）であります。 

（連 結） 

売上高     百万円47,000 （前期比   ％ 減）23.1

営業利益 百万円470 （前期比   ％ 減）70.9

経常利益 百万円470 （前期比   ％ 減）70.8

当期純利益 百万円250 （前期比   ％ 減）67.4



  

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益

が14億32百万円（前連結会計年度は同21億5百万円）と減少したものの、売上債権の大幅な減少等により、前連結会

計年度末に比べ15億32百万円増加し、当連結会計年度末には27億43百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（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、25億40百万円（前連結会計年度は82百万円の使用）となりました。これは主に、

税金等調整前当期純利益が14億32百万円あったことによるものです。 

  

（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、６億55百万円（前連結会計年度は同１億74百万円）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出が４億６百万円あったことによるものです。 

（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、３億13百万円（前連結会計年度は同８億36百万円）となりました。これは主に、

配当金の支払額が２億21百万円あったことによるものです。 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

a．利益配分に関する基本方針  

当社は、株主各位に対する利益還元を経営上の最重要課題のひとつと認識し、安定的な配当の維持を基本としつつ

配当性向の向上を目指し、業績の推移及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。 

また、内部留保資金につきましては、企業体質の充実と将来の業容拡大に備えるものであります。 

   

b．当期・次期の配当 

当期における剰余金の配当（期末配当金）につきましては、業績および財務状況を踏まえ、当初の予定通り８円と

し、既に実施済みの中間配当金８円とあわせ、年間配当金は16円とさせていただきます。この結果、配当金総額は

236百万円（前年は207百万円）となります。 

なお、次期における配当につきましては、平成22年3月期の業績予想を踏まえ、中間期配当５円、期末配当５円の

年間10円を予定しております。 



  当社グループは、当社（株式会社たけびし）と子会社６社により構成されており、産業機器システム、半導体・デ

バイス、社会インフラ（冷熱住設機器、ビル設備、重電、電子医療機器）、情報通信（情報システム、携帯電話等）の

販売とソフト開発を主な事業とし、更に関連する物流及び保守・サービス、工事等の事業活動を展開しております。 

 事業内容と当社及び子会社の当該事業における位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関係は次のとおりであり

ます。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

（注）○…連結子会社 

２．企業集団の状況

事 業 区 分 部    門 主 要 な 会 社 

ＦＡ・デバイス 

事     業 

産業機器システム 当社、竹菱(上海)電子貿易有限公司 

半導体・デバイス 当社、竹菱香港有限公司、竹菱(上海)電子貿易有限公司、竹菱興産㈱ 

社会・情報通信 

事     業 

社会インフラ 当社、㈱竹菱テクノス、新和工業㈱ 

情報通信 当社、㈱フジテレコムズ  



(1）会社の経営の基本方針 

当社は、企業理念と行動基準を以下の通り定め、“プラスαの価値を提供できる技術商社”を目指して、取組んで

おります。 

 

  企業理念：人と人、技術と技術を信頼で結び、輝く未来を創造する 

 

行動基準：－企業倫理の遵守と社会への貢献－ 

１．信 頼：最良のサービスを提供し、お客様との高い信頼関係を築こう！ 

２．技 術：お客様に役立つ新技術の吸収と革新に努めよう！ 

３．総合力：個々の強みを結集し、トータルサービスを創造しよう！ 

     

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、重要な経営指標として、「自己資本利益率（ROE）の向上」、「１株当たり当期純利益の確保」

並びに「社員一人当たりの労働生産性の向上」などを掲げ、収益力の向上に努めております。 

 特に、収益力の維持・向上を目指し、「連結売上高経常利益率3.0％以上」の経営指標を掲げ、継続的な達成を目

指し、グループ一丸となって取り組んでおります。 

     

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社企業グループは、環境の変化に対応すべく戦略志向のもと、積極的な事業基盤の拡充と、独自の商社機能・技

術力の創造、及び高収益企業グループを目指しております。また、企業グループの持てる総合力を発揮することによ

り、市況や既存顧客動向のみに左右されることなく、業容拡大と収益力の向上を目指し、次のような戦略的施策に取

り組んでおります。 

  
   
1)経営戦略 

 世界同時不況による現在の難局を絶好のチャンスと捉え、以下施策の実現と、業績の向上を目指す。 

  

①各部門、各自が過去に実行できなかった事を踏まえて新たな戦略を実行し、利益創出をはかる。 

②パートナー商品の拡大をはかるため、品質保証にも留意しつつ、施策を具体化する。 

③各事業本部は、事業基盤の安定化のため、新たな核となる“ニュービジネスモデルの構築”をはかり、新規事業

の創成を目指す。 

・環境、省エネ、セキュリティ分野及び工場、盤、装置等のシステム受注にも注力し、ビジネス創成をはかる。 

・新規需要開拓は、新規顧客はもちろんのこと既存顧客に対する未納入の既存商材、新規商材の販売促進を徹底

する。 

・「技術力の強化」に注力し、次世代に向けた“新たな付加価値創出”をはかる。 

④新体制の下、担当配置の見直しを推し進め、専任担当、専任チームを設け、ビジブルに振り当てることにより、

人材活用を明確にし、新規事業開拓、新商材の発掘を目指す。 

⑤中国市場開拓については、各本部がそれぞれの特性を生かしながら、本部の枠を超えてオールたけびしでの製

品、顧客対応を行う。全部門、全社員が当事者意識を持ち、海外市場の開拓を支援する。 

⑥中期ビジョンのキーワード“総合力”でもって相互連携を強め、組織、商材、地域間での情報の横通しによる商

談の活性化と受注促進をはかる。 

⑦業績低迷部門は、厳しい状況下に見合った戦略・体制の見直しを図り、早期の業績改善を目指す。 

⑧グループ全体の収益力の向上に取り組み、Ｍ＆Ａも視野に入れ業容拡大をはかる。 

・携帯電話事業は、グループ内の連携による事業展開と、ニュービジネスの基盤構築をはかる。 

・冷熱関連事業は、体質強化をはかり、技術力の向上、収益力の向上に注力する。 

  

2) 組織の活性化と人材育成、営業・業務効率の改善 

①いかなるときも前を向き、自主性と意欲を持った活力ある職場を築く。 

②一人一人が、自ら考え、自ら行動し、結果に責任を持ち、それぞれ質の向上を目指す。 

③過去やれていなかった事を見直すタイミングであり、１人１人の仕事の範囲を見直し、営業・業務効率の改善

を行う。 

３．経営方針



  

3) 財務体質の強化と資金の有効活用。 

①月次損益は、常に単月黒字を意識し、期末集中を避け、売上の平準化と収益の安定化をはかる。 

②貸倒れ・未収債権の防止のため、①信用調査、②日々の営業活動での情報収集を怠りなく行う。また、在庫は

徹底して健全化に努める。 

③営業キャッシュフローの改善を意識し、財務体質の強化と資金の効率的な運用をはかる。 

   

4）環境問題への取り組み 

当社は、地球にやさしい企業を目指し、全社を挙げて様々な環境問題に対して積極的に対応し、環境マネジメントの

国際規格「ISO14001」の認証を取得（平成13年８月）しております。 

  

5）品質マネジメントへの取り組み 

当社は、「顧客第一」の経営方針のもと、製品（商品）の品質保証と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメント

システムの国際規格「ISO9001（2000年度版）」の認証を取得（平成15年９月）しております。 

 

6）個人情報保護マネジメントへの取り組み 

当社は、昨今の情報漏洩が社会問題化する中、お客様個人を識別し得る情報（以下「個人情報」）を適切に保護する

ことが極めて重要であると認識し、個人情報に関する保管・安全管理などの保護体制を強化するため、「個人情報保

護マネジメントシステム行動指針」を作成し、プライバシーマークの認証を取得（平成18年９月）しております。 

  

7）内部統制への取り組み 

①コンプライアンス（遵法、透明性）に関しましては、その重要性を認識し、社会的責任の自覚、社会規範や倫

理に適合した行動、企業活動における関係法令遵守、社内ルール遵守の徹底を行っております。また、平成18

年４月より、社内コンプライアンス体制を構築し、内部通報規程やコンプライアンス規程など、諸規程の整備

を行い、内部統制機能の充実を図っております。 

②内部統制ルールにつきましては、平成19年4月にキックオフ宣言とプロジェクトチームを発足し、財務・営業・

ＩＴ部門からなる文書化チームを中心として、総括的な推進・サポートを実行し、Ｈ20年4月からの制度導入へ

の対応を完了しております。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,286 2,780

受取手形及び売掛金 23,265 16,035

有価証券 19 －

たな卸資産 3,466 －

商品 － 3,006

仕掛品 － 21

繰延税金資産 379 300

その他 907 368

貸倒引当金 △56 △55

流動資産合計 29,267 22,456

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  2,976 ※1  2,964

減価償却累計額 △1,473 △1,575

建物及び構築物（純額） 1,502 1,389

車両運搬具 33 7

減価償却累計額 △21 △5

車両運搬具（純額） 11 1

土地 ※1, ※2  1,685 ※1, ※2  2,062

リース資産 － 3

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 2

その他 291 295

減価償却累計額 △213 △229

その他（純額） 78 65

有形固定資産合計 3,277 3,522

無形固定資産   

のれん 69 86

ソフトウエア 252 189

その他 20 20

無形固定資産合計 342 295

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,819 ※1  1,319

長期貸付金 17 13

繰延税金資産 39 123

その他 498 689

貸倒引当金 △16 △68

投資その他の資産合計 2,358 2,077

固定資産合計 5,979 5,895

資産合計 35,247 28,351



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  15,973 ※1  9,193

短期借入金 ※1  1,999 ※1  1,907

1年内返済予定の長期借入金 100 －

未払金 1,156 1,119

リース債務 － 0

未払法人税等 433 222

賞与引当金 618 430

その他 343 574

流動負債合計 20,624 13,448

固定負債   

長期借入金 － 100

リース債務 － 2

繰延税金負債 99 －

再評価に係る繰延税金負債 ※2  10 ※2  10

退職給付引当金 314 345

役員退職慰労引当金 85 88

その他 63 59

固定負債合計 572 605

負債合計 21,196 14,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,554 2,554

資本剰余金 3,133 3,133

利益剰余金 9,140 9,685

自己株式 △0 △22

株主資本合計 14,828 15,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 373 142

土地再評価差額金 ※2  △1,138 ※2  △1,138

為替換算調整勘定 △14 △58

評価・換算差額等合計 △778 △1,053

純資産合計 14,050 14,297

負債純資産合計 35,247 28,351



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 70,168 61,114

売上原価 62,035 53,697

売上総利益 8,132 7,416

販売費及び一般管理費 ※1  6,014 ※1  5,803

営業利益 2,117 1,613

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 32 35

仕入割引 26 28

賃貸収入 25 20

のれん譲渡益 31 －

その他 17 26

営業外収益合計 140 116

営業外費用   

支払利息 38 29

売上割引 55 52

為替差損 59 6

有価証券売却損 － 5

その他 19 29

営業外費用合計 173 122

経常利益 2,084 1,607

特別利益   

固定資産売却益 ※2  2 －

投資有価証券売却益 4 －

貸倒引当金戻入額 26 －

特別利益合計 32 －

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  11 ※3  0

投資有価証券評価損 － 159

減損損失 － ※4  15

特別損失合計 11 174

税金等調整前当期純利益 2,105 1,432

法人税、住民税及び事業税 875 611

法人税等調整額 65 53

法人税等合計 940 664

当期純利益 1,165 767



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,554 2,554

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,554 2,554

資本剰余金   

前期末残高 3,133 3,133

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,133 3,133

利益剰余金   

前期末残高 8,174 9,140

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △221

当期純利益 1,165 767

当期変動額合計 965 545

当期末残高 9,140 9,685

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △22

当期変動額合計 △0 △22

当期末残高 △0 △22

株主資本合計   

前期末残高 13,863 14,828

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △221

当期純利益 1,165 767

自己株式の取得 △0 △22

当期変動額合計 965 522

当期末残高 14,828 15,351



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 673 373

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △299 △230

当期変動額合計 △299 △230

当期末残高 373 142

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,138 △1,138

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,138 △1,138

為替換算調整勘定   

前期末残高 △11 △14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 △44

当期変動額合計 △3 △44

当期末残高 △14 △58

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △476 △778

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302 △275

当期変動額合計 △302 △275

当期末残高 △778 △1,053

純資産合計   

前期末残高 13,387 14,050

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △221

当期純利益 1,165 767

自己株式の取得 △0 △22

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302 △275

当期変動額合計 663 247

当期末残高 14,050 14,297



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,105 1,432

減価償却費 246 224

減損損失 － 15

のれん償却額 69 83

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36 51

賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △186

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 31

受取利息及び受取配当金 △39 △40

支払利息 38 29

為替差損益（△は益） 35 △2

投資有価証券評価損益（△は益） － 159

投資有価証券売却損益（△は益） △4 5

固定資産売却損益（△は益） △2 －

固定資産除売却損益（△は益） 11 0

売上債権の増減額（△は増加） △2,162 7,175

たな卸資産の増減額（△は増加） △99 378

仕入債務の増減額（△は減少） 753 △6,692

その他の資産の増減額（△は増加） △113 490

その他の負債の増減額（△は減少） 155 190

小計 923 3,348

利息及び配当金の受取額 39 40

利息の支払額 △37 △29

法人税等の支払額 △1,008 △818

営業活動によるキャッシュ・フロー △82 2,540

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 △110 △205

定期預金の払戻による収入 100 94

有価証券の取得による支出 △0 △1

有価証券の売却による収入 － 20

有形固定資産の取得による支出 △244 △406

無形固定資産の取得による支出 △2 △19

事業譲受による支出 － △100

有形固定資産の売却による収入 20 9

投資有価証券の取得による支出 △10 △51

投資有価証券の売却による収入 5 －

貸付けによる支出 △12 △1

貸付金の回収による収入 79 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △174 △655



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △636 △68

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 － △100

自己株式の取得による支出 △0 △22

リース債務の返済による支出 － △0

配当金の支払額 △199 △221

財務活動によるキャッシュ・フロー △836 △313

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,131 1,532

現金及び現金同等物の期首残高 2,341 ※  1,210

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,210 ※  2,743



該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しております。子

会社は、㈱竹菱テクノス、竹菱興産㈱、竹

菱香港有限公司、新和工業㈱、㈱フジテレ

コムズ及び竹菱(上海)電子貿易有限公司の

６社であります。 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 関連会社がないため、持分法の適用はあ

りません。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、下記の会社を除

き、連結決算日と一致しております。 

 竹菱香港有限公司及び竹菱(上海)電子貿

易有限公司の決算日は、12月31日でありま

す。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① たな卸資産 

…主として移動平均法による低価

法によっております。 

① たな卸資産 

…主として移動平均法による原価

法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっておりま

す。 

 （会計方針の変更） 

    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

委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号）を適用しております。 

  この変更による損益に与える影響は

ありません。  

  ② 有価証券 

────── 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

② 有価証券 

満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ③ デリバティブ 

…時価法 

③ デリバティブ 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

…主として定率法 

主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物 38～50年 

①  有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ② 無形固定資産 

…定額法 

なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可

能期間（５年）に基づいており

ます。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ────── 

  

③ リース資産（所有権移転外ファイナン

ス・リースに係るもの） 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法  

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、当

連結会計年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（15年）に

よる定率法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。過去勤務債務につ

いては、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により、費

用処理することとしております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

  ④ 役員退職慰労引当金 

    役員（執行役員を含む）の退職慰労金

の支給に充てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。  

④ 役員退職慰労引当金 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在

外子会社の資産、負債、収益及び費用は、

同社の決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めております。 

同左 

(5）リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引にか

かる方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

────── 

  

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たす為替予

約については、振当処理を採用しており

ます。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

為替予約 外貨建取引及び予定取引

金利スワップ 借入金 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 

同左 同左 

  ③ ヘッジ方針 

 当社の為替取引は、将来の為替レート

の変動リスクを回避する目的で実需に応

じて利用しており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジの有効性については、ヘッジ開

始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計とを比較し、両者の変

動額の累計を基礎に評価しております。

 ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、主として10年

間の均等償却を行っております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金及び随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 



（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ────── （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業

会計基準第９号）を適用し、評価基準については、主と

して移動平均法による低価法から主として移動平均法に

よる原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

変更しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。  

 ────── （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の扱い） 

 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」（企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

 ────── （リース取引に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「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 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 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。  

 この変更による損益に与える影響はありません。    



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

建物 1,236百万円

土地 735百万円

計 1,971百万円

建物     1,161百万円

土地       735百万円

計     1,896百万円

対応する債務 対応する債務 

短期借入金 1,270百万円 短期借入金     1,170百万円

 上記土地のうち83百万円（極度額150百万円）及び

投資有価証券337百万円を営業取引の保証として担保

に供しており、この担保提供資産に対応する買掛金残

高は388百万円であります。 

 上記土地のうち83百万円（極度額150百万円）及び

投資有価証券218百万円を営業取引の保証として担保

に供しており、この担保提供資産に対応する買掛金残

高は282百万円であります。 

※２．連結財務諸表提出会社は「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成

13年３月31日公布法律第19号）に基づき事業用土地の

再評価を行い、土地再評価差額金として純資産の部に

計上しております。 

※２．連結財務諸表提出会社は「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地

の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成

13年３月31日公布法律第19号）に基づき事業用土地の

再評価を行い、土地再評価差額金として純資産の部に

計上しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するため

に、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した

価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行っ

て算出しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するため

に、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した

価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行っ

て算出しております。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額 

  △254百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額 

       △175百万円



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与・賞与 2,217百万円

賞与引当金繰入額 530百万円

退職給付費用 261百万円

役員退職慰労引当金繰入額 23百万円

福利厚生費 375百万円

給与・賞与     2,320百万円

賞与引当金繰入額       363百万円

退職給付費用       255百万円

役員退職慰労引当金繰入額       24百万円

福利厚生費       375百万円

貸倒引当金繰入額       51百万円

※２．固定資産売却益の内訳 

土地 2百万円

工具器具及び備品 0百万円

運搬具 0百万円

計 2百万円

          ──────   

※３．固定資産除売却損の内訳 

 固定資産売却損 

建物及び構築物 1百万円

運搬具 0百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 1百万円

          ──────  

  

 固定資産除却損 

建物及び構築物 9百万円

工具器具及び備品 0百万円

運搬具 0百万円

計 9百万円

  

  

────── 

  

※４ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上しました。 

 当社グループは、事業用資産については管理会計上

の区分に基づきグルーピングを行い、賃貸用資産につ

いては各不動産等をグルーピングの単位としておりま

す。 

 このグルーピングに基づき固定資産の減損を検討し

た結果、当連結会計年度において閉店した店舗用資産

（建物）について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（15百万円）として特別損

失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より算定しておりますが、十分な将来キャッシュフロ

ーが見込めないため、全ての固定資産を減損処理して

おります。 

  

場所 用途 種類 
減損損失 

（百万円）  

京都市 

伏見区 
店舗用資産 建物  15 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  14,798,600  －  －  14,798,600

合計  14,798,600  －  －  14,798,600

自己株式         

普通株式（注）  216  71  －  287

合計  216  71  －  287

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年５月14日 

取締役会 
普通株式  96  6.5 平成19年３月31日 平成19年６月12日 

平成19年11月12日 

取締役会 
普通株式  103  7.0 平成19年９月30日 平成19年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年５月14日 

取締役会 
普通株式  103  利益剰余金  7.0 平成20年３月31日 平成20年６月11日



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加80,176株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加80,100株、単元 

       未満株式の買取りによる増加76株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  14,798,600  －  －  14,798,600

合計  14,798,600  －  －  14,798,600

自己株式         

普通株式（注）  287  80,176  －  80,463

合計  287  80,176  －  80,463

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年５月14日 

取締役会 
普通株式  103  7.0 平成20年３月31日 平成20年６月11日 

平成20年11月10日 

取締役会 
普通株式  118  8.0 平成20年９月30日 平成20年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月13日 

取締役会 
普通株式 117  利益剰余金 8.0 平成21年３月31日 平成21年６月10日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 1,286百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
△76百万円

現金及び現金同等物 1,210百万円

現金及び預金勘定     2,780百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
      △37百万円

現金及び現金同等物     2,743百万円



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．各事業区分の主要商品 

２．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

３．消去又は全社の項目に含めた資産は、すべて全社資産であり、その主なものは当社における余資運用資金

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

４．消去又は全社の項目に含めた営業費用は、すべて消去額であります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ＦＡ・デバイ
ス事業 
（百万円） 

社会・情報通
信事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  47,927  22,240  70,168  －  70,168

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5  －  5  △5  －

計  47,933  22,240  70,173  △5  70,168

営業費用  45,995  22,060  68,056  △5  68,050

営業利益  1,937  180  2,117  －  2,117

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  22,796  9,553  32,349  2,897  35,247

減価償却費  148  98  246  －  246

資本的支出  46  36  82  －  82

事業区分 部門 

ＦＡ・デバイス事業 
産業機器システム 

半導体・デバイス 

社会・情報通信事業 
社会インフラ 

情報通信 



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

 （注）１．各事業区分の主要商品 

２．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

３．消去又は全社の項目に含めた資産は、すべて全社資産であり、その主なものは当社における余資運用資金

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

４．消去又は全社の項目に含めた営業費用は、すべて消去額であります。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 当連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  
ＦＡ・デバイ
ス事業 
（百万円） 

社会・情報通
信事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  41,980  19,134  61,114  －  61,114

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  41,980  19,134  61,114  －  61,114

営業費用  40,557  18,943  59,501  －  59,501

営業利益  1,422  191  1,613  －  1,613

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  15,733  8,832  24,565  3,785  28,351

減価償却費  141  83  224  －  224

資本的支出  19  29  48  －  48

事業区分 部門 

ＦＡ・デバイス事業 
産業機器システム 

半導体・デバイス 

社会・情報通信事業 
社会インフラ 

情報通信 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における

開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しています。  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 949円45銭    971円44銭 

１株当たり当期純利益 78円75銭   51円88銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権付社

債等潜在株式がないため記載しており

ません。 

同左 

  
前連結会計年度

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  14,050  14,297

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  14,050  14,297

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（千株） 
 14,798  14,718

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（百万円）  1,165  767

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,165  767

期中平均株式数（千株）  14,798  14,790

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 562 1,831

受取手形 3,710 3,200

売掛金 17,359 10,991

有価証券 19 －

商品 2,858 2,579

仕掛品 13 20

前払費用 21 21

繰延税金資産 339 261

未収入金 805 297

その他 52 15

貸倒引当金 △56 △55

流動資産合計 25,687 19,163

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,585 2,585

減価償却累計額 △1,283 △1,368

建物（純額） 1,301 1,216

構築物 128 128

減価償却累計額 △83 △89

構築物（純額） 45 39

工具、器具及び備品 198 199

減価償却累計額 △153 △163

工具、器具及び備品（純額） 45 36

土地 1,437 1,813

リース資産 － 3

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 2

有形固定資産合計 2,829 3,108

無形固定資産   

電話加入権 14 14

ソフトウエア 247 179

無形固定資産合計 261 194

投資その他の資産   

投資有価証券 1,816 1,318

関係会社株式 905 1,011

従業員長期貸付金 15 13

破産更生債権等 8 60

長期前払費用 1 0

繰延税金資産 － 61

長期預金 － 300

その他 291 140

貸倒引当金 △14 △66

投資その他の資産合計 3,023 2,839

固定資産合計 6,114 6,143

資産合計 31,801 25,307



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,602 1,426

買掛金 13,149 6,800

短期借入金 1,220 1,220

1年内返済予定の長期借入金 100 －

リース債務 － 0

未払金 312 336

未払費用 72 49

未払法人税等 377 156

前受金 100 366

預り金 48 36

前受収益 0 0

賞与引当金 537 355

流動負債合計 17,522 10,748

固定負債   

長期借入金 － 100

リース債務 － 2

繰延税金負債 108 －

再評価に係る繰延税金負債 10 10

退職給付引当金 235 254

役員退職慰労引当金 68 74

預り保証金 1 1

固定負債合計 423 442

負債合計 17,945 11,191

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,554 2,554

資本剰余金   

資本準備金 3,056 3,056

その他資本剰余金 77 77

資本剰余金合計 3,133 3,133

利益剰余金   

利益準備金 111 111

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 102 102

別途積立金 5,200 5,200

繰越利益剰余金 3,518 4,031

利益剰余金合計 8,933 9,445

自己株式 △0 △22

株主資本合計 14,621 15,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 373 142

土地再評価差額金 △1,138 △1,138

評価・換算差額等合計 △764 △995

純資産合計 13,856 14,116

負債純資産合計 31,801 25,307



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 58,081 51,556

売上原価   

商品期首たな卸高 2,616 2,858

当期商品仕入高 51,175 44,723

当期製品製造原価 531 520

合計 54,322 48,102

商品期末たな卸高 2,858 2,579

商品売上原価 51,463 45,523

売上総利益 6,618 6,033

販売費及び一般管理費 4,712 4,581

営業利益 1,906 1,451

営業外収益   

受取利息 3 4

有価証券利息 0 0

受取配当金 41 43

仕入割引 26 28

賃貸収入 16 16

のれん譲渡益 31 －

為替差益 － 9

雑収入 7 16

営業外収益合計 127 119

営業外費用   

支払利息 20 19

売上割引 55 52

有価証券売却損 － 5

為替差損 47 －

債権譲渡手数料 12 10

雑損失 4 12

営業外費用合計 139 99

経常利益 1,893 1,470

特別利益   

貸倒引当金戻入額 27 －

投資有価証券売却益 4 －

特別利益合計 31 －

特別損失   

固定資産除却損 3 0

投資有価証券評価損 － 157

特別損失合計 3 158

税引前当期純利益 1,921 1,312

法人税、住民税及び事業税 782 512

法人税等調整額 72 65

法人税等合計 854 578

当期純利益 1,066 734



  

 （注）１．経費のうち、主要なものは以下のとおりであります。 

        

２．原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 労務費    397  76.0 407 77.3 

Ⅱ 経費    125  24.0 119 22.7 

当期総製造費用    522  100.0 527 100.0 

仕掛品期首棚卸高    21   13   

合計    544   540   

仕掛品期末棚卸高    13   20   

当期製品製造原価    531   520   

  前事業年度     当事業年度 

旅費交通費      28 百万円   旅費交通費 26百万円 

減価償却費      24 百万円   減価償却費 23百万円 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,554 2,554

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,554 2,554

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,056 3,056

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,056 3,056

その他資本剰余金   

前期末残高 77 77

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 77 77

資本剰余金合計   

前期末残高 3,133 3,133

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,133 3,133

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 111 111

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 111 111

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 102 102

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 102 102

別途積立金   

前期末残高 5,200 5,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,200 5,200

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,652 3,518

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △221

当期純利益 1,066 734

当期変動額合計 866 512

当期末残高 3,518 4,031



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 8,066 8,933

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △221

当期純利益 1,066 734

当期変動額合計 866 512

当期末残高 8,933 9,445

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △22

当期変動額合計 △0 △22

当期末残高 △0 △22

株主資本合計   

前期末残高 13,754 14,621

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △221

当期純利益 1,066 734

自己株式の取得 △0 △22

当期変動額合計 866 489

当期末残高 14,621 15,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 672 373

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △299 △230

当期変動額合計 △299 △230

当期末残高 373 142

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,138 △1,138

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,138 △1,138

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △465 △764

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △299 △230

当期変動額合計 △299 △230

当期末残高 △764 △995

純資産合計   

前期末残高 13,289 13,856

当期変動額   

剰余金の配当 △199 △221

当期純利益 1,066 734

自己株式の取得 △0 △22

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △299 △230

当期変動額合計 566 259

当期末残高 13,856 14,116



該当事項はありません。 

  

＜参考＞ 連結の販売状況  

 （注）１．上記金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

 事業区分 

前連結会計年度
 （自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
 （自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日）  

売上高 

  

（百万円） 

構成比 

  

（％） 

売上高 

  

（百万円） 

構成比 

  

（％） 

前期比 

増減率 

（％） 

 産業機器システム  27,751  39.5  25,493  41.7  △8.1

半導体・デバイス  20,176  28.8  16,486  27.0  △18.3

ＦＡ・デバイス事業  47,927  68.3  41,980  68.7  △12.4

社会インフラ  11,660  16.6  11,077  18.1  △5.0

情報通信  10,580  15.1  8,057  13.2  △23.8

社会・情報通信事業  22,240  31.7  19,134  31.3  △14.0

合計  70,168  100.0  61,114  100.0  △12.9
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