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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 187,121 △20.2 3,008 △29.0 1,844 △50.3 243 △87.5

20年3月期 234,447 18.3 4,235 6.6 3,713 △7.6 1,948 △17.4

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 21.65 ― 0.9 2.9 1.6
20年3月期 173.21 ― 7.3 5.0 1.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  46百万円 20年3月期  △41百万円

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 47,466 26,719 54.7 2,307.49
20年3月期 79,434 27,611 33.8 2,387.11

（参考） 自己資本   21年3月期  25,953百万円 20年3月期  26,850百万円

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 825 188 △3,120 6,594
20年3月期 2,270 △1,183 988 9,377

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 ― 0.00 ― 35.00 35.00 393 20.2 1.5
21年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 393 161.6 1.5

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 35.00 35.00 53.2

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

73,000 △34.4 500 △76.4 550 △73.6 350 △62.0 31.11

通期 155,000 △17.2 1,130 △62.4 1,200 △35.0 740 203.8 65.79



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、14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」及び19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」「表示方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、29ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 11,276,944株 20年3月期 11,276,944株

② 期末自己株式数 21年3月期  29,379株 20年3月期  28,998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 86,994 △8.8 1,562 △25.7 1,866 △14.4 743 △41.3

20年3月期 95,363 20.6 2,103 △11.5 2,181 △20.7 1,266 △23.1

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 66.07 ―

20年3月期 112.60 ―

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 26,267 20,532 78.2 1,825.49
20年3月期 38,304 20,325 53.1 1,807.04

（参考） 自己資本 21年3月期  20,532百万円 20年3月期  20,325百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。なお、業績予想への前提となる仮定及び注意事項等については、3ページの「1.経営成
績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

36,000 △29.9 250 △79.1 700 △58.5 570 △39.9 50.67

通期 70,000 △19.5 650 △58.4 1,100 △41.1 800 7.6 71.12



(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度における経済情勢は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機の影響が新興国にも

及ぶなど、世界同時不況の様相となり、年度後半にかけて各地域で急速に実体経済の悪化が進みました。米国及び欧

州では需要が大幅に落ち込み、生産調整と雇用情勢の悪化が続きました。アジア経済は外需が冷え込んだことにより

輸出が減少し、成長率が低下しました。我が国経済も輸出の急速な減少により減産と企業収益の悪化がすすみ、国内

需要も低迷しました。また為替相場についても年度後半にかけて急速に円高が進行しました。 

このような経済環境の中、当社グループの参画しておりますエレクトロニクス業界においては上半期こそ比較的

安定した事業環境にありましたが、下半期は、マクロ経済の悪化に伴う需要急減により、生産調整が行われ、低調に

推移しました。メモリー製品についても大幅な価格下落と市場低迷により販売が伸び悩みました。 

部品販売以外の事業につきましては、非接触ＩＣカード（ＦｅｌⅰＣａ）関連事業は、景気の悪化によるパソコ

ン市場の低迷と売れ筋価格の下落により、フェリカ機能搭載機種が減少したことにより、売上高が減少しました。 

また急速な円高の進行による為替差損と株式市場の大幅下落による投資有価証券の評価損の計上により、経常利

益、純利益につきましても前期比減少の結果となりました。  

以上の結果、当連結会計年度の業績といたしましては、売上高 1,871 億 21 百万円（前期比 20.2 ％減）、   

営業利益 30 億 ８ 百万円（前期比 29.0 ％減）、経常利益 18 億 44 百万円（前期比 50.3 ％減）、      

当期純利益 ２ 億 43 百万円（前期比 87.5 ％減）となりました。 

部門別の営業状況は、次のとおりであります。  

イ．電子デバイス事業部門 

当社の主力製品であるソニー製ＣＣＤ／ＣＭＯＳイメージセンサーは、上半期は高級デジタルカメラの

需要拡大を背景に比較的好調に推移しましたが、下期に入り、金融危機の影響による需要の急減により前

期比減収となりました。また、サムスン製品をはじめとする海外メーカー製品は、デジタルカメラ向けＴ

ＦＴ液晶及び今後成長が期待される有機ＥＬ関連製品において新規に採用されましたが、全体的にはメモ

リー価格の下落及び景気の悪化による需要減の影響が大きく、売上高は減少しました。 

中国でのＥＭＳ事業（電子機器の受託製造・適時供給）については、液晶関連製品向け新規商権を獲得

出来たものの、やはり景気減速による需要減の影響により、売上高は減少しました。  

当該部門の売上高は、1,842 億 97 百万円（前期比 20.1％減）となりました。  

ロ．システム機器事業部門  

非接触ＩＣカード（ＦｅｌｉＣａ）関連事業については、今後も市場拡大が期待されているデジタルサ

イネージ市場向け製品の導入により、新規市場へ参入する事が出来ました。しかしながら、全体的には景

気低迷によるパソコン市場低迷及び市場価格の下落による非接触ＩＣカード（ＦｅｌｉＣａ）機能搭載機

種の減少により、売上高が減少しました。また、半導体・電子部品の信頼性試験、環境物質分析サービス

についてもデジタル民生機器の需要減による試験数の減少により減収となりました。  

当該部門の売上高は、 28 億 23 百万円（前期比 26.5 ％減）となりました。 

次期の見通しにつきましては、昨年後半以降、急速に減速してきた世界経済は、製造業などの生産・在庫調整の

一巡、財政支出による景気対策などにより、幾分持ち直しの傾向が見受けられるものの、全体的には引き続き景気後

退局面は続くと予想されます。当社グループが参画するエレクトロニクス業界も、生産・在庫調整が一巡したことか

ら、回復に転じる可能性はあるものの、全体的には未だ先行き不透明な状況であります。 

当社グループとしては、経営環境の変動に強い経営体質を構築すべく、既存顧客に対する販促活動の強化による

マーケットシェアの拡大は勿論のこと、今後も事業構造の変革に積極的に取り組むとともに、継続して、「新規商

権・新規顧客の獲得」にも注力し、業績の回復に努めてまいります。  

以上を踏まえ、次期の連結業績見通しとしましては、売上高 1,550 億円（当期比 17.2％減）、営業利益      

11 億 30 百万円（当期比 62.4％減）、経常利益 12 億円（当期比 35.0％減）、当期純利益 ７ 億 40 百万円   

（当期比 203.8％増）を見込んでおります。 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は、474 億 66 百万円と前連結会計年度末（以下「前期末」という）と比較し 319

億 67 百万円の減少となりました。内訳は流動資産が 312 億 13 百万円減少し、固定資産が ７ 億 53 百万円

減少しております。  

流動資産の減少は、主要得意先に対する売上高の減少に伴う売上債権の減少等によるものであり、固定資産の

減少の主な要因は、投資有価証券の評価損計上によるものであります。  

１．経営成績



当連結会計年度末の負債合計は 207 億 46 百万円と前期末比 310 億 75 百万円減少し、うち流動負債は 310 

億 12 百万円減少の 203 億 65 百万円となり、固定負債は 63 百万円減少の ３ 億 81 百万円となりました。 

流動負債については、売上高の減少に伴う仕入額の減少等により、仕入債務が前期末比 276 億 34 百万円の

減少となっております。また固定負債の減少分は主に、繰延税金負債の減少によるものであります。  

純資産は、当期純利益及び剰余金の配当の計上により利益剰余金が １ 億 24 百万円減少し、267 億 19 百万

円となりました。  

この結果、自己資本比率は前期末の 33.8 ％から 54.7 ％となり、１株当たり純資産額は前期末の 2,387 

円 11 銭から 2,307 円 49 銭となりました。  

② キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、65 億 94 百万円となり、前連結会

計年度末と比べ 27 億 83 百万円減少いたしました。  

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、８ 億 25 百万円（前連結会計年度は 22 億 70 百万円の資金の獲得）と

なりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 11 億 79 百万円、売上債権の減少 237 億 85 百万円、

仕入債務の減少 267 億 55 百万円、たな卸資産の減少額 29 億 15 百万円及び法人税等の支払額 13 億 57 

百万円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） 

投資活動の結果得られた資金は、１ 億 88 百万円（前連結会計年度は 11 億 83 百万円の資金の使用）と

なりました。これは主に、定期預金の払戻による回収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、31 億 20 百万円（前連結会計年度は ９ 億 88 百万円の資金の調達）と

なりました。これは主に、運転資金のための短期借入金の減少によるものであります。  

（参考） キャッシュ・フローの関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本/総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産  

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

    ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

      株式時価総額＝期末株価終値×(発行済株式総数－自己株式数) 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主に対する公正な利益還元を経営の 重要課題と考え、収益状況に対応した配当を行うことを基本方

針としております。そのため、将来の事業展開に備えるべく研究開発投資・合理化投資を行い、長期にわたる強固

な経営基盤を確立し、株主の皆様への安定した配当の維持と配当水準の向上に取り組んでまいります。  

また、内部留保金につきましては、設備投資や開発型ビジネスへの投資等と併せて事業拡大に伴う資金需要の

増加に備える所存であります。  

以上の方針ならびに経営成績等を踏まえ、当期の期末配当金につきましては、当社を取り巻く環境が非常に厳

しいものとなりましたが、継続的かつ安定的な配当実施という基本方針を勘案し、前期の水準を確保し１株当たり 

35 円を継続する予定であります。  

次期の配当につきましては、当期と同様に１株当たり 35 円を計画しております。   

  第32期  第33期  第34期  第35期  第36期  

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期  平成21年3月期 

自己資本比率  34.1％ 35.3％ 37.9％ 33.8％  54.7％ 

時価ベースの自己資本比率  40.4％ 39.5％ 32.1％ 17.7％  19.4％ 



  当社グループ（当社及び関係会社等）は、株式会社ユーエスシー（当社）、子会社13社及び関連会社１社ならびに当

社と継続的で緊密な事業上の関係がある主要株主により構成されており、半導体及び電子部品等コンポーネント販売事

業と、産業電子機器及び伝送端末機器等システム機器開発・製造及び販売事業を営んでおります。  

  当社グループ及び関連当事者の事業にかかる位置付けならびに事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りであり

ます。   

  

２．企業集団の状況

区     分 主  要  製  品 主 要 な 会 社 

半導体及び電

子部品等コン

ポーネント事

業 

集積回路 
半導体集積回路（リニア集積回路、デジタル

集積回路）、混成集積回路（厚膜、薄膜） 

当社 

・ソニー㈱ 

・USC ELECTRONICS(S)PTE, LTD. 

・U.S.UNI ELECTRONICS CORPORATION 

・USC ELECTRONICS(H.K.)CO., LTD. 

・USC ELECTRONICS(SHANGHAI)CO., LTD. 

・USC ELECTRONICS(KOREA)CO., LTD. 

・USC ELECTRONICS(CHINA)CO.,LTD. 

・㈱ユーエスシー・デジアーク 

・UNI ELETRONICA LTDA. 

・US UNI DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

・㈱ユニーデバイス 

・UNI DEVICE(S)PTE, LTD. 

・UNI DEVICE(SHANGHAI)CO., LTD. 

・USC ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD. 

半導体素子 
トランジスタ、ダイオード、光電変換素子、

その他半導体素子 

その他 
光学ピックアップ、磁気ヘッド、変成器、電

源変圧器、複合部品、その他一般電子部品 

産業電子機器

及び伝送端末

機器等システ

ム機器事業 

産業電子機器

及び伝送端末

機器 

非接触ＩＣカードR/Wモジュール、リモコン電

子キーシステム、医療用監視システム、セキ

ュリティシステム、車両運行管理システム 
当社 

・ソニー㈱ 

・㈱ユーエスシー・デジアーク 

その他 
紙幣鑑別機、修理・保守業務、 

品質検査受託業務、分析受託業務 



（注）無印 連結子会社 

※１ 非連結子会社で持分法非適用会社 

UNI ELETRONICA LTDA.は平成11年３月をもって営業を停止しております。 

※２ 関連当事者（主要株主） 

  ３ ㈱デジサーブは平成20年12月に㈱ユーエスシー・デジアークと合併しております。  



(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、経営理念であります「和」をもって、お取引先様との間に緊密なネットワークを築き、エレク

トロニクスに関連する総合的なサービスを提供することで、めまぐるしく変化する社会、経済環境に対応し、より社

会に貢献する企業を目指しております。  

近年、当社を取り巻くエレクトロニクス業界では、グローバルな構造変化が益々激しさを増しており、経営環境

の変化に適応した経営システム及び事業構造の見直しが不可欠となってきております。 

当社グループは、今後も成長を続ける為に、事業構造の変革に積極的に取り組むとともに、技術力を養い、お客

様のニーズに適切にお応えする商品やサービスを提供すべく、グループ一丸となって取り組んでまいります。  

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは資本価値の 大化を目指し、資本効率の改善に取り組んでおります。具体的にはグループ経営と

グローバルオペレーションをより一層強化し、連結キャッシュフロー重視の観点から、棚卸資産の圧縮、原価低減、

経費節減を強力に推進し、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）の向上に取り組んでおります。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社が参画するエレクトロニクス業界は、デジタル技術の進歩や生産と市場のグローバル化の影響を受け激しく

変化し、厳しい競争が絶えない業界であります。  

こうした業界の性質を考えると、従来のような業態の電子部品商社では今後の成長・発展は困難であり、安定し

た事業を継続するために、従来の商社の枠を超えた総合的なサービスを提供し、事業の拡大を目指します。  

具体的には、電子デバイス事業部門におきましては、主要仕入先であるソニー及びサムスン製品の取扱品目の拡

充に加え、国内外の半導体・電子部品メーカーを幅広く探索し、お客様のセットの付加価値向上につながる特徴ある

新製品の発掘・開発を推進いたします。同時に、これらの新商品の評価から量産導入に至る各プロセスが手離れ良く

行われるよう支援体制を整備し強化いたします。 

更に、信頼性・品質評価・環境関連分析サービスや「日本の高品質と中国の低価格のご提供」をモットーとする

ＥＭＳビジネスで培った、資材調達・部品技術・品質技術・実装技術・生産技術等の「ものづくり」に関するノウハ

ウとも結び付けた、お客様の様々なニーズに応えられる当社グループならではの統合的なサービスの提供を推進して

いきます。  

システム機器事業部門におきましては、注力してまいりました非接触ＩＣカード（ＦｅｌiＣａ）技術をベースと

し、新しい技術対応領域の習得により、更に進化した製品の提案に取り組んでまいります。また、通信・制御・画像

関係の当社グループ独自のデジタル技術を活かして開発した遠隔監視装置のように、細かな顧客ニーズに応える受託

開発サービスも積極的に展開いたします。加えて、今後も、開発体制の強化、品質向上と原価低減を目指した生産体

制の強化及び国内外での営業体制の強化等を行い、更なる事業の拡大を目指してまいります。  

(4) 会社の対処すべき課題 

昨年後半以降の急速な景気の減速により、当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界においては業

界再編成の動きが活発化しており、それに伴い、半導体商社業界においても再編の動きが出てきております。 

このような状況の中、当社グループとしましては、経営環境の変動に強い経営体質を構築すべく、既存顧客に対

する販促活動強化は勿論のこと、「選択と集中による事業構造の変革」、「組織体制のスリム化」、「業務スピード

と効率の徹底追求」に積極的に取り組むとともに、継続して、「新規商権・新規顧客の獲得」にも注力いたします。

また、透明性の高い経営システム・内部統制の構築についても重要課題として引き続き取り組みます。 

当社グループの多様なビジネス、商材をお客様のニーズに沿って適切に提案できる技術力を養い、当社グループ

独自の特徴である半導体・電子部品の信頼性試験、環境物質分析サービスや、開発から生産までの幅広いノウハウを

活かした、総合的なサービスの提供ができる、「エレクトロニクス技術商社」への転換を目指してまいります。 

３．経営方針



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 11,027 7,694

受取手形及び売掛金 48,878 24,531

たな卸資産 14,140 －

商品及び製品 － 10,302

仕掛品 － 190

原材料及び貯蔵品 － 338

繰延税金資産 194 115

その他 1,080 793

貸倒引当金 △147 △5

流動資産合計 75,173 43,959

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 834 791

減価償却累計額 △566 △562

建物及び構築物（純額） 267 229

工具、器具及び備品 992 1,112

減価償却累計額 △750 △828

工具、器具及び備品（純額） 242 283

リース資産 － 8

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 8

建設仮勘定 － 20

その他 514 479

減価償却累計額 △277 △272

その他（純額） 236 207

有形固定資産合計 746 748

無形固定資産   

電話加入権等 31 －

その他 － 30

無形固定資産合計 31 30

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  2,588 ※1  1,881

長期貸付金 168 104

差入保証金 338 315

繰延税金資産 258 320

その他 150 142

貸倒引当金 △21 △36

投資その他の資産合計 3,483 2,727

固定資産合計 4,260 3,506

資産合計 79,434 47,466



（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 41,477 13,843

短期借入金 8,130 5,295

リース債務 － 1

未払法人税等 916 374

賞与引当金 180 179

役員賞与引当金 19 14

その他 652 654

流動負債合計 51,378 20,365

固定負債   

リース債務 － 6

繰延税金負債 73 10

退職給付引当金 214 245

役員退職慰労引当金 152 115

負ののれん 3 2

その他 － 1

固定負債合計 444 381

負債合計 51,822 20,746

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,184 3,184

資本剰余金 3,770 3,770

利益剰余金 20,062 19,938

自己株式 △36 △37

株主資本合計 26,981 26,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113 △28

繰延ヘッジ損益 5 △2

為替換算調整勘定 △251 △872

評価・換算差額等合計 △131 △902

少数株主持分 761 766

純資産合計 27,611 26,719

負債純資産合計 79,434 47,466



（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 234,447 187,121

売上原価 223,557 ※1  178,063

売上総利益 10,890 9,057

販売費及び一般管理費 ※2  6,654 ※2  6,049

営業利益 4,235 3,008

営業外収益   

受取利息 205 118

受取配当金 17 52

受取手数料 19 6

仕入割引 180 148

投資有価証券売却益 2 1

持分法による投資利益 － 46

デリバティブ評価損戻入 － 51

その他 45 57

営業外収益合計 471 483

営業外費用   

支払利息 153 159

投資事業組合運用損 7 20

手形売却損 11 5

売掛金譲渡損 123 104

為替差損 593 1,342

持分法による投資損失 41 －

その他 61 14

営業外費用合計 993 1,646

経常利益 3,713 1,844

特別利益   

固定資産売却益 0 3

貸倒引当金戻入額 10 －

保険金収入 30 －

特別利益合計 40 3

特別損失   

固定資産処分損 2 12

貸倒引当金繰入額 5 1

投資有価証券評価損 47 615

減損損失 － ※3  20

その他 8 18

特別損失合計 63 668

税金等調整前当期純利益 3,690 1,179

法人税、住民税及び事業税 1,361 841

法人税等調整額 214 63

法人税等合計 1,575 904

少数株主利益 167 31

当期純利益 1,948 243



（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 3,184 3,184

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,184 3,184

資本剰余金   

前期末残高 3,770 3,770

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,770 3,770

利益剰余金   

前期末残高 18,511 20,062

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 25

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △393

当期純利益 1,948 243

連結子会社増加に伴う変動額 △3 －

当期変動額合計 1,550 △150

当期末残高 20,062 19,938

自己株式   

前期末残高 △36 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △36 △37

株主資本合計   

前期末残高 25,430 26,981

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 25

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △393

当期純利益 1,948 243

自己株式の取得 △0 △0

連結子会社増加に伴う変動額 △3 －

当期変動額合計 1,550 △150

当期末残高 26,981 26,856



（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 509 113

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △396 △142

当期変動額合計 △396 △142

当期末残高 113 △28

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 △7

当期変動額合計 8 △7

当期末残高 5 △2

為替換算調整勘定   

前期末残高 611 △251

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △862 △621

当期変動額合計 △862 △621

当期末残高 △251 △872

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,118 △131

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,249 △771

当期変動額合計 △1,249 △771

当期末残高 △131 △902

少数株主持分   

前期末残高 689 761

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 71 4

当期変動額合計 71 4

当期末残高 761 766

純資産合計   

前期末残高 27,239 27,611

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 25

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △393

当期純利益 1,948 243

自己株式の取得 △0 △0

連結子会社増加に伴う変動額 △3 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,178 △766

当期変動額合計 372 △917

当期末残高 27,611 26,719



（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 3,690 1,179

減価償却費 221 167

固定資産売却損益（△は益） △0 △3

固定資産処分損益（△は益） 2 12

投資有価証券評価損益（△は益） 47 615

保険金収入 △30 －

減損損失 － 20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28 △92

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △391 △37

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26 26

為替差損益（△は益） 186 127

受取利息及び受取配当金 △223 △171

支払利息 153 159

持分法による投資損益（△は益） 41 △46

売上債権の増減額（△は増加） △7,286 23,785

仕入債務の増減額（△は減少） 9,088 △26,755

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,113 2,915

その他 18 272

小計 3,457 2,170

利息及び配当金の受取額 223 171

利息の支払額 △153 △159

保険金の受取額 120 －

法人税等の支払額 △1,377 △1,357

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,270 825

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 △1,104 △240

有形固定資産の取得による支出 △238 △149

有形固定資産の売却による収入 0 14

定期預金の預入による支出 △2,010 △1,250

定期預金の払戻による回収 2,160 1,800

その他 9 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,183 188

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） 1,468 △2,709

配当金の支払額 △393 △394

少数株主への配当金の支払額 △9 △16

その他 △77 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 988 △3,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 △600 △675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,474 △2,783

現金及び現金同等物の期首残高 7,843 9,377

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 59 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  9,377 ※1  6,594



  

継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

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 (1) 連結子会社は、 
USC ELECTRONICS(S)PTE,LTD.、 
U.S.UNI ELECTRONICS CORPORATION、 
USC ELECTRONICS(H.K.)CO.,LTD.、 
USC ELECTRONICS(KOREA)CO.,LTD.、株
式会社ユニーデバイス、 
USC ELECTRONICS(SHANGHAI) 
CO.,LTD.、 
UNI DEVICE(S)PTE,LTD.及び 
UNI DEVICE(SHANGHAI)CO.,LTD. 
の８社であります。 
上記のうち、UNI DEVICE(SHANGHAI)
CO.,LTD.については、前連結会計年度
まで非連結子会社でありましたが、当
連結会計年度より重要性が増したこと
により、新たに連結の範囲に含めてお
ります。  

(1) 連結子会社は、 
USC ELECTRONICS(S)PTE,LTD.、 
U.S.UNI ELECTRONICS CORPORATION、 
USC ELECTRONICS(H.K.)CO.,LTD.、 
USC ELECTRONICS(KOREA)CO.,LTD.、株
式会社ユニーデバイス、 
USC ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.、 
UNI DEVICE(S)PTE,LTD.及び 
UNI DEVICE(SHANGHAI)CO.,LTD. 
の８社であります。 
  

  (2) 株式会社ユーエスシー・デジアーク他
非連結子会社５社は、連結財務諸表に
重要な影響を及ぼさないため連結の範
囲から除外しております。 

(2) 株式会社ユーエスシー・デジアーク他
非連結子会社４社は、連結財務諸表に
重要な影響を及ぼさないため連結の範
囲から除外しております。 

  なお、前連結事業年度まで非連結子会
社でありました株式会社デジサーブ
は、当連結事業年度において株式会社
ユーエスシー・デジアークと合併して
おります。 

２．持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法適用関連会社数…１社 
会社名…CU TECH CORPORATION 

(1) 持分法適用関連会社数…１社 
会社名…CU TECH CORPORATION 

  (2) 株式会社ユーエスシー・デジアーク他
非連結子会社５社に対する投資につい
て持分法を適用しておりません。  

  上記の持分法非適用の非連結子会社
は、それぞれ当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等に及ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要性がないため持分
法の適用範囲から除外しております。

(2) 株式会社ユーエスシー・デジアーク他
非連結子会社４社に対する投資につい
て持分法を適用しておりません。  

  上記の持分法非適用の非連結子会社
は、それぞれ当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等に及ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要性がないため持分
法の適用範囲から除外しております。

  (3) 上記の持分法適用会社は、決算日が連
結決算日と異なっており、当該会社の
事業年度に係る財務諸表を使用してお
ります。 

(3)        同左 

３．連結子会社の事業年度に
関する事項 

連結子会社のうち、USC ELECTRONICS 
(KOREA)CO.,LTD.、USC ELECTRONICS 
(SHANGHAI)CO.,LTD.及び 
UNI DEVICE(SHANGHAI)CO.,LTD.の決算日は
平成19年12月31日であり、連結決算日との
差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会
社の同決算日現在の財務諸表を基礎として
連結を行っております。ただし、連結決算
日との間に生じ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。 

連結子会社のうち、USC ELECTRONICS 
(KOREA)CO.,LTD.、USC ELECTRONICS 
(SHANGHAI)CO.,LTD.及び 
UNI DEVICE(SHANGHAI)CO.,LTD.の決算日は
平成20年12月31日であり、連結決算日との
差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会
社の同決算日現在の財務諸表を基礎として
連結を行っております。ただし、連結決算
日との間に生じ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。 



  

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．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 有価証券 

その他有価証券 
時価のあるもの 
……決算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） 

  
  
① 有価証券 

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 

  ② デリバティブ 
時価法  

② デリバティブ 
同左 

  ③ たな卸資産 
商品………………移動平均法による

原価法 

③ たな卸資産 
商品………………移動平均法による

原価法（貸借対照
表価額は収益性の
低下に基づく簿価
切下げの方法によ
り算定） 

  製品・仕掛品 
受託生産品……個別法による原価

法 

製品・仕掛品 
受託生産品……個別法による原価

法（貸借対照表価
額は収益性の低下
に基づく簿価切下
げの方法により算
定） 

  その他生産品…移動平均法による
原価法 

その他生産品…移動平均法による
原価法（貸借対照
表価額は収益性の
低下に基づく簿価
切下げの方法によ
り算定） 

  材料………………移動平均法による
原価法 

材料………………移動平均法による
原価法（貸借対照
表価額は収益性の
低下に基づく簿価
切下げの方法によ
り算定） 

     
  
        
  
       

（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」（企業会計基準第９号
平成18年７月５日公表分）を適用してお
ります。 
これにより、当連結会計年度の営業利
益、経常利益及び税金等調整前当期純利
益は、それぞれ77百万円減少しておりま
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。 



  

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 
      償却方法 

  ① 有形固定資産 
……定率法 

但し、連結財務諸表提出会社及
び連結子会社（国内）は、平成
10年４月１日以降取得した建物
（建物附属設備を除く）につい
ては定額法によっております。

  ① 有形固定資産（リース資産を除く）
      同左 

  （会計方針の変更） 
連結財務諸表作成会社及び連結子会社
（国内）は、法人税法の改正に伴い、当
連結会計年度より、平成19年４月１日以
降に取得した有形固定資産の減価償却方
法について、改正後の法人税法に定める
減価償却の方法に変更しております。こ
の変更による損益への影響は軽微であり
ます。 

                

  （追加情報）  
連結財務諸表作成会社及び連結子会社
（国内）は、法人税法の改正に伴い、平
成19年３月31日以前に取得した資産につ
いては、改正前の法人税法に基づく減価
償却の方法の適用により取得価額の５％
に到達した連結会計年度の翌連結会計年
度より、取得価額の５％相当額と備忘価
額との差額を５年間にわたり均等償却
し、減価償却費に含めて計上しておりま
す。この変更による損益への影響は軽微
であります。 

                          

  ② 無形固定資産 
……連結財務諸表提出会社及び連結

子会社（国内）の自社利用のソ
フトウェアについては社内の利
用可能期間（５年）に基づく定
額法によっております。その他
の無形固定資産については定額
法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く）
同左 

                 ③ リース資産 
  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。 



  

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） 

  (3) 重要な引当金の計上基 
      準 

  ① 貸倒引当金 
売上債権等の貸倒れに備えるため連
結財務諸表提出会社及び連結子会社
（国内）は、一般債権は貸倒実績率
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。また連結子会社（在外）は主と
して特定の債権について回収不能見
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 
連結財務諸表提出会社は、従業員の
賞与の支払いに備えるため、将来の
支給見込額のうち当期の負担額を計
上しております。 
連結子会社（在外）については賞与
支給の慣行がないため計上しており
ません。 

② 賞与引当金 
同左 

  ③ 役員賞与引当金   
連結財務諸表提出会社は、役員の賞
与の支払いに備えるため、当事業年
度に負担すべき支給見込額を計上し
ております。  

③ 役員賞与引当金   
同左 

  ④ 退職給付引当金 
連結財務諸表提出会社及び連結子会
社（在外）は、従業員の退職給付に
備えるため、当連結会計期間末にお
ける退職給付債務及び年金資産に基
づき、計上しております。 

④ 退職給付引当金 
同左 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 
連結財務諸表提出会社及び連結子会
社（国内）は、役員及び執行役員の
退職金の支払いに備えるため、内規
に基づく期末要支給額を引当計上し
ております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 
    連結財務諸表提出会社及び連結子会

社（国内）は、役員の退職金の支払
いに備えるため、内規に基づく期末
要支給額を引当計上しております。

  
（追加情報） 

従来、当社は、役員及び執行役員に対

する退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づき、連結会計年度末におけ

る要支給額を計上しておりましたが、

当連結会計年度末をもって執行役員制

度を廃止し、当連結会計年度中に執行

役員に対する引当金の取崩処理を行い

ました。 

従いまして、当連結会計年度末貸借対

照表残高には執行役員相当分は含まれ

ておりません。 

  (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、在外子会社等の資産及び負債は、連
結決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は期中平均相場によ
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 



  

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) 重要なリース取引の処 
      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
に係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 
原則として繰延ヘッジ処理を採用し
ております。なお、振当処理の要件
を満たしている為替予約については
振当処理を行っております。  

  ① ヘッジ会計の方法 
      同左  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 為替予約取引及び 

通貨オプション 
ヘッジ対象 外貨建債権・債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 同左 
ヘッジ対象 同左 

  ③ ヘッジ方針 
為替予約取引及び通貨オプションに
ついては、外貨建取引の為替相場の
変動によるリスクをヘッジするため
に行っております。 

③ ヘッジ方針 
      同左 

    ④ ヘッジの有効性評価の方法 
    ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘ
ッジ手段の相場変動またはキャッシ
ュ・フロー変動の累計を比較し、両
者の変動額を基礎にして判断してお
ります。ただし、為替予約について
は有効性の評価を省略しておりま
す。 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 
          同左 

  (7) 消費税等の会計処理に 
      ついて 

    連結財務諸表提出会社及び連結子会社
（国内）の消費税等の会計処理は税抜
き方式によっております。 

同左 

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  

のれん及び負ののれんについては、５年間
の定額法により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 

連結キャッシュ・フロー計算書における資
金（現金及び現金同等物）は、手許現金、
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 



  

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） 

         （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） 

  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、連結決算上必

要な修正を行っております。 

 これにより、営業利益は 130 百万円、経常利益は 

613 百万円、税金等調整前当期純利益は 630 百万円そ

れぞれ減少しております。 

 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。 

（リース取引に関する会計基準） 

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、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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

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。  

表示方法の変更

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） 

        （連結貸借対照表） 

１. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規 

則等の一部改正に関する内閣府令」（平成20年８月７

日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結

会計年度において、「たな卸資産」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しており

ます。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ13,679百万円、218百万円、242百万円で

あります。 

２. 前連結会計年度において、「電話加入権等」として

掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い、当連結会計年度より「その他（無形固定資

産）」に掲記しております。    



  

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 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式）        799百万円 投資有価証券（株式） 752百万円

 ２ 偶発債務           ────── 

    次の関係会社の借入金に対し連帯保証を行っており

ます。 

  

CU TECH CORPORATION 

 連帯保証額    百万円 164 （ 百万ウォン）1,650

 うち当社負担額    百万円 74 （  百万ウォン）742

             

      

      

 ３ 債権流動化に伴う買戻義務    5,773百万円  ３ 債権流動化に伴う買戻義務     3,054百万円 

（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） 

                                   

  

  

※２ 販売費及び一般管理費 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損 87 百万円が売上原価

に含まれております。 

※２ 販売費及び一般管理費 

主要な費目及び金額   

貸倒引当金繰入額       129百万円

従業員給与・賞与      2,306百万円

賞与引当金繰入額        144百万円

役員賞与引当金繰入額    19百万円

退職給付費用       114百万円

役員退職慰労引当金繰入額       52百万円

減価償却費       67百万円

主要な費目及び金額   

貸倒引当金繰入額      6百万円

従業員給与・賞与      2,243百万円

賞与引当金繰入額        148百万円

役員賞与引当金繰入額      14百万円

退職給付費用        128百万円

役員退職慰労引当金繰入額     55百万円

減価償却費         63百万円

                                   ※３ 減損損失 

  (1) 資産のグルーピングの方法 

  当社グループは、主として、経営管理の基礎をなす

事業の種類別セグメントに準じた管理会計上の区分

により資産のグルーピングを実施しております。 

(2) 減損を認識した資産 

(3) 減損損失の認識に至った経緯 

   事業用資産については、一部子会社の経営環境の悪

化により業績が低迷しており、将来キャッシュ・フ

ローによって当該資産の簿価全額を回収できる可能

性が低いと判断したことから減損損失を計上してお

ります。 

(4) 減損損失の金額 

     建物及び構築物          0百万円 

     工具、器具及び備品        17百万円 

     その他                           3百万円 

     合計                             20百万円 

(5) 回収可能額の算定方法 

  回収可能価額は、使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを3.0％で割り引いて算出して

おります。 

場所 用途 種類 

 アメリカ合衆国  

 カリフォルニア州 
事業用資産 工具、器具及び備品等 



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）普通株式の自己株式の株式数の増加317株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  次のとおり、決議を予定しております。  

  

（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  11,276,944  －  －  11,276,944

合計  11,276,944  －  －  11,276,944

自己株式         

普通株式（注）  28,681  317  －  28,998

合計  28,681  317  －  28,998

  
（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６月28日 

定時株主総会 
 普通株式  393  35.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 配当の原資
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６月27日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  393  35.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日

  
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  11,276,944  －  －  11,276,944

合計  11,276,944  －  －  11,276,944

自己株式         

普通株式（注）  28,998  381  －  29,379

合計  28,998  381  －  29,379

381

  
（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６月27日 

定時株主総会 
 普通株式  393  35.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類 配当の原資
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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  393  35.0 平成21年３月31日 平成21年６月29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） 

※１  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は、次のとおり

であります。 

※１  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は、次のとおり

であります。 

  

現金及び預金勘定     11,027百万円

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△1,650百万円

現金及び現金同等物      9,377百万円

現金及び預金勘定       百万円7,694

預入れ期間が３ヶ月を超える

定期預金 
  △1,100百万円

現金及び現金同等物       百万円6,594

（リース取引関係）

  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、開示を省略しております。 

  

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  種類

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）

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式 432 774 342  220  335 114

(2) 債券             

① 国債・地方債等 － － －  －  － －

② 社債 － － －  －  － －

③ その他 － － －  －  － －

(3）その他 7 10 2  －  － －

小計 440 784 344  220  335 114

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

(1）株式 687 549 △137  598  507 △91

(2）債券             

① 国債・地方債等 － － －  －  － －

② 社債 － － －  －  － －

③ その他 － － －  －  －     

(3）その他 － － －  7  6 △1

小計 687 549 △137  606  513 △92

  合計 1,127 1,333 206  827  848 21

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） 

売却額（百万円） 
売却益の合計
（百万円） 

売却損の合計
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計
（百万円） 

売却損の合計
（百万円） 

 4  2  0  22  6  4



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．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

   ２．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

   ３．契約額の（ ）内の金額はオプション料を記載しておりますが、当該契約はゼロコストオプション取引のた

め、オプション料の授受はありません。 

  
    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） 

（注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

   ２．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

    

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

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） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券     

非上場株式  454  280

合計  454  280

  

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年以内 
（百万円） 

１年超５年以
内(百万円) 

５年超10年以
内(百万円) 

10年超
（百万円） 

１年以内
（百万円） 

１年超５年以
内(百万円) 

５年超10年以
内(百万円) 

10年超
（百万円） 

１．債券                 

(1）国債・地方債等  －  － － － －  －  － －

(2）社債  －  － － － －  －  － －

(3）その他  －  － － － －  －  － －

２．その他                 

投資信託  －  10 － － 6  －  － －

合計  －  10 － － 6  －  － －

（デリバティブ取引関係）

区分 種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 

契約額等
（百万円） 

契約額等のうち
１年超 

（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以外の取引 

通貨オプション取引                      

売建 

 米ドル  
9,770

(1,698)
－  △101 △101

買建  

 米ドル 
3,771

(1,698)
－  43 43

合計 － －  － △58

区分 種類 

当連結会計年度（平成21年３月31日） 

契約額等
（百万円） 

契約額等のうち
１年超 

（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以外の取引 

為替予約取引                      

買建   51 －  △0 △0

合計 51 －  △0 △0



    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。 

  

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度を平成７年９月より従業員の退職金の全部につき採用して

おります。なお、当社はこの他に昭和53年３月より複数事業主制度による企業年金に加盟しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

（注）当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

（注）当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。 

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

  
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) 退職給付債務（百万円）    419      441   

(2) 年金資産（百万円）    204      196   

(3) 退職給付引当金（百万円）    214      245   

  
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） 

退職給付費用    140      155   

(1) 勤務費用（百万円）    93      107   

(2) 特別退職金（百万円）    －      －   

(3) 厚生年金基金掛金（百万円）    47      47   

（ストック・オプション等関係）



  

（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （百万円）

未払事業税 55

賞与引当金 73

たな卸資産 75

役員退職慰労引当金 61

退職給付引当金  78

会員権評価損 47

投資有価証券評価損 84

その他 134

繰延税金資産小計 611

評価性引当金 △53

繰延税金資産合計 557

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △82

海外子会社留保利益  △95

その他 △1

繰延税金負債合計 △178

繰延税金資産の純額 378

  

繰延税金資産 （百万円）

未払事業税 15

賞与引当金 73

たな卸資産 55

役員退職慰労引当金 46

退職給付引当金  97

会員権評価損 46

投資有価証券評価損 50

その他有価証券評価差額金 18

繰越欠損金 76

その他 162

繰延税金資産小計 641

評価性引当金 △110

繰延税金資産合計 530

繰延税金負債   

海外子会社留保利益  △17

その他 △87

繰延税金負債合計 △104

繰延税金資産の純額 425

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため記

載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

      （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△0.3

住民税均等割額 1.4

ＩＦＲＳ組替差額 13.6

評価性引当金 6.8

繰越欠損金 1.8

海外子会社留保利益 0.8

子会社受取配当金 9.1

親会社実効税率差異 △3.6

その他 0.5

税効果適用後の法人税等の負担率 76.7



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 近２連結会計年度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。 

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） 

 当社の事業区分の方法は、「半導体及び電子部品」及び「産業電子機器及び伝送端末機器」に区分しておりま

すが、当連結会計年度につきましては、「半導体及び電子部品」にかかる連結売上高、営業利益及び資産の金額

が、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額及び資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超

えているため、事業の種類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） 

 当社の事業区分の方法は、「半導体及び電子部品」及び「産業電子機器及び伝送端末機器」に区分しておりま

すが、当連結会計年度につきましては、「半導体及び電子部品」にかかる連結売上高、営業利益及び資産の金額

が、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額及び資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超

えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

 近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次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） 

（注）１．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。 

     (1)東南アジア……シンガポール・香港・台湾・韓国・中国 

     (2)北米……………米国 

   ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 520 万円 であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門に係る費用であります。 

  

  日本（百万円） 東南アジア
（百万円） 北米（百万円） 計（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 連結（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上

高 
 154,375  78,242  1,829  234,447  －  234,447

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 11,727  925  4  12,657  (12,657)  －

計  166,103  79,167  1,834  247,105  (12,657)  234,447

営業費用  162,622  77,791  1,961  242,375  (12,162)  230,212

営業利益又は営業損失

（△） 
 3,481  1,376  △127  4,729  (494)  4,235

Ⅱ．資産  59,746  21,006  468  81,221  (1,787)  79,434



 近２連結会計年度の海外売上高は次のとおりであります。 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1)東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等 

     (2)北米……………米国 

   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。 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1)東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等 

     (2)北米……………米国 

   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。 

  

    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．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。 

     (1)東南アジア……シンガポール・香港・台湾・韓国・中国 

     (2)北米……………米国 

   ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 554 万円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門に係る費用であります。 

   ４．会計方針の変更 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1) ③に記載のとおり、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日公表分）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、営業利益が「日本」で 77 百万円減少しておりま

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） 

   「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」に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「東南アジ

ア」で 130 百万円減少しております。  

  

  日本（百万円） 東南アジア
（百万円） 北米（百万円） 計（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 連結（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高  125,076  60,871  1,172  187,121  －  187,121

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 13,262  36,385  0  49,648  (49,648)  －

計  138,339  97,257  1,172  236,769  (49,648)  187,121

営業費用  136,138  95,738  1,330  233,206  (49,093)  184,112

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,200  1,519  △157  3,562  (554)  3,008

Ⅱ．資産  35,081  13,671  278  49,031  (1,564)  47,466

ｃ．海外売上高

    東南アジア 北米 計

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） 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  103,643  1,853  105,497

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  234,447

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 44.2  0.8  45.0

    東南アジア 北米 計

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） 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  114,975  1,185  116,161

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  187,121

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 61.5  0.6  62.1



    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） 

法人主要株主等 

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

電子部品・機器の仕入は市場価格等を勘案し、毎期交渉の上決定しております。 

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。  

      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） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び 

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用し 

ております。 

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

法人主要株主等 

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

     電子部品・機器の仕入は市場価格等を勘案し、毎期交渉の上決定しております。 

   ２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

兄弟会社等 

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

     電子部品・機器の仕入は市場価格等を勘案し、毎期交渉の上決定しております。 

   ２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

（関連当事者情報）

属性 会社等の
名称 住所 

資本金
又は出
資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関係内容

取引の内
容 

取引金額 
（百万
円） 

科目 期末残高
（百万円）役員の兼

任等 
事業上の関
係 

主要株主 ソニー㈱ 
東京都

品川区 
 629,243

電子・電気

機械器具の

製造、販売 

（被所有） 

直接 11.7 

派遣受入 

１名

電子部品・

機器の同社

からの仕入

(特約店) 

電子部品

の仕入 
 73,903

支払手形

及び買掛

金 
14,433

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 

（百万円） 科目
期末残高
（百万円）

主要株主 ソニー㈱ 東京都港区  630,765

電子・電気

機械器具の

製造、販売 

（被所有）

直接 11.7 

電子部品・

機器の同社

からの仕入

(特約店)  

電子商品の

仕入  35,782 買掛金 3,037

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 

（百万円） 科目
期末残高
（百万円）

主要株主

(法人)が

議決権の

過半数を

所有して

いる会社 

ソニーイーエ

ムシーエス㈱ 東京都港区  6,741

エレクトロ

ニクス商品

の商品設

計、資材調

整、実装・

組立生産等 

－
電子部品の

販売 
電子部品の

売上  7,356 売掛金 1,500

Sony 

Electronics

(Singapore)

Pte.Ltd. 

シンガポール
百万 

(米ドル) 
160

電子・電気

機械器具の

製造、販売 
－

電子部品・

機器の仕入 
電子部品・

機器の仕入  39,938 買掛金 1,648

Sony Korea 

Corporation 
韓国ソウル市

百万 
(韓国ウォン) 
1,600

電子・電気

機械器具の

販売 
－

電子部品・

機器の仕入 
電子部品・

機器の仕入  21,976 買掛金 2,659



       該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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

  

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株当たり純資産額                2,387円11銭                    2,307円49銭 

１株当たり当期純利益          173円21銭             21円65銭 

潜在株式調整後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

金額については、潜在株式が存在してい

ないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在してい

ないため記載しておりません。 

  
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）  1,948  243

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）  1,948  243

期中平均株式数（千株）  11,248  11,247

（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 2,932 4,211

受取手形 694 390

売掛金 ※1  25,305 ※1  14,058

商品 3,324 －

材料 242 －

商品及び製品 － 1,865

仕掛品 218 190

原材料及び貯蔵品 － 338

前渡金 16 2

前払費用 29 34

繰延税金資産 130 118

未収入金 278 74

その他 22 13

流動資産合計 33,194 21,298

固定資産   

有形固定資産   

建物 706 682

減価償却累計額 △504 △502

建物（純額） 202 179

構築物 15 9

減価償却累計額 △13 △8

構築物（純額） 1 0

機械及び装置 285 280

減価償却累計額 △266 △267

機械及び装置（純額） 18 13

車両運搬具 0 0

減価償却累計額 △0 △0

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 543 665

減価償却累計額 △419 △477

工具、器具及び備品（純額） 123 187

土地 166 161

リース資産 － 8

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 8

建設仮勘定 － 20

有形固定資産合計 512 571

無形固定資産   

ソフトウエア 6 4

電話加入権 10 10

その他 0 0

無形固定資産合計 17 15



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,705 1,117

関係会社株式 2,187 2,591

関係会社長期貸付金 166 95

差入保証金 209 197

会員権 102 90

破産更生債権等 － 13

繰延税金資産 228 312

その他 0 0

貸倒引当金 △21 △36

投資その他の資産合計 4,579 4,381

固定資産合計 5,109 4,968

資産合計 38,304 26,267

負債の部   

流動負債   

支払手形 643 364

買掛金 16,164 ※1  4,500

リース債務 － 1

未払金 187 138

未払費用 30 26

未払法人税等 396 168

預り金 12 12

賞与引当金 180 179

役員賞与引当金 19 14

前受収益 － 0

その他 24 15

流動負債合計 17,660 5,421

固定負債   

リース債務 － 6

退職給付引当金 191 225

役員退職慰労引当金 126 80

固定負債合計 318 312

負債合計 17,979 5,734



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,184 3,184

資本剰余金   

資本準備金 3,770 3,770

資本剰余金合計 3,770 3,770

利益剰余金   

利益準備金 138 138

その他利益剰余金   

別途積立金 10,300 10,300

繰越利益剰余金 2,854 3,204

利益剰余金合計 13,292 13,642

自己株式 △36 △37

株主資本合計 20,211 20,560

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113 △28

評価・換算差額等合計 113 △28

純資産合計 20,325 20,532

負債純資産合計 38,304 26,267



（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   

商品売上高 91,521 84,170

製品売上高 3,842 2,823

売上高合計 95,363 86,994

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 3,119 3,324

当期商品仕入高 87,327 ※1  78,552

合計 90,446 81,877

商品期末たな卸高 3,324 ※2  1,865

他勘定振替高 5 5

商品売上原価 87,116 80,006

製品売上原価   

製品期首たな卸高 － －

当期製品製造原価 ※4  2,909 ※4  2,244

合計 2,909 2,244

製品期末たな卸高 － －

製品売上原価 2,909 2,244

売上原価合計 90,026 82,251

売上総利益 5,337 4,742

販売費及び一般管理費 ※3,4  3,233 ※3,4  3,180

営業利益 2,103 1,562

営業外収益   

受取利息 21 13

受取配当金 ※1  166 ※1  523

投資有価証券売却益 2 1

受取手数料 163 97

雑収入 26 18

営業外収益合計 379 654

営業外費用   

支払利息 7 44

投資事業組合運用損 7 20

手形売却損 1 －

売掛金譲渡損 50 43

為替差損 231 227

雑損失 2 14

営業外費用合計 301 350

経常利益 2,181 1,866



（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) 

特別利益   

保険金収入 30 －

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 30 1

特別損失   

固定資産処分損 1 0

投資有価証券評価損 2 543

貸倒引当金繰入額 5 1

会員権評価損 1 16

特別損失合計 11 561

税引前当期純利益 2,200 1,306

法人税、住民税及び事業税 708 539

法人税等調整額 225 23

法人税等合計 934 563

当期純利益 1,266 743



（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 3,184 3,184

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,184 3,184

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,770 3,770

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,770 3,770

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 138 138

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 138 138

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 10,300 10,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,300 10,300

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,981 2,854

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △393

当期純利益 1,266 743

当期変動額合計 872 349

当期末残高 2,854 3,204

利益剰余金合計   

前期末残高 12,419 13,292

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △393

当期純利益 1,266 743

当期変動額合計 872 349

当期末残高 13,292 13,642

自己株式   

前期末残高 △36 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △36 △37



（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) 

株主資本合計   

前期末残高 19,339 20,211

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △393

当期純利益 1,266 743

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 872 348

当期末残高 20,211 20,560

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 509 113

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △395 △142

当期変動額合計 △395 △142

当期末残高 113 △28

純資産合計   

前期末残高 19,849 20,325

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △393

当期純利益 1,266 743

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △395 △142

当期変動額合計 476 206

当期末残高 20,325 20,532



  

継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  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って

処理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。） 

その他有価証券 

時価のあるもの……同左 

  時価のないもの……移動平均法に基づく

原価法 

時価のないもの……同左 

２．デリバティブ 時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品………………移動平均法による原価法

  

  

  

製品・仕掛品 

受託生産品……個別法による原価法 

  

  

  

その他生産品…移動平均法による原価法

  

  

  

材料………………移動平均法による原価法

商品………………移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

製品・仕掛品 

受託生産品……個別法による原価法 

              （貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

その他生産品…移動平均法による原価法

        （貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

材料………………移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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日公表分）を適用しており

ます。 

これにより、当事業年度の営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は、それぞ

れ26百万円減少しております。  



  

項目 
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） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法によっております。 

但し平成10年４月１日以降取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額

法によっております。 

有形固定資産（リース資産を除く） 

       同左 

  （会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産の減価償却方法につい

て、改正後の法人税法に定める減価償却

の方法に変更しております。この変更に

よる損益への影響は軽微であります。 

                            

  

  

（追加情報）  

当社は、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。この変更に

よる損益への影響は軽微であります。 

                            

  無形固定資産 

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

く定額法によっております。 

その他無形固定資産については定額法を

採用しております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

                 リース資産 
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。  

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

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。 

同左 



   

項目 
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） 

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れに備えるため、一

般債権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 

従業員の賞与の支払いに備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担額

を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 役員賞与引当金  

役員の賞与の支払いに備えるため、当

事業年度に負担すべき支給見込金額を

計上しております。  

(3) 役員賞与引当金  

同左 

  (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

に基づき計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

  (5) 役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退職金の支払いに

備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職金の支払いに備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

（追加情報） 

従来、当社は、役員及び執行役員に対

する退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づき、事業年度末における要

支給額を計上しておりましたが、当事

業年度末をもって執行役員制度を廃止

し、当事業年度中に執行役員に対する

引当金の取崩処理を行いました。 

従いまして、当事業年度末貸借対照表

残高には執行役員相当分は含まれてお

りません。 

７．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係る

方法に準じた会計処理によっております。

               

８．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

振当処理を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  為替予約取引 

ヘッジ対象  外貨建債権・債務 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  同左 

ヘッジ対象  同左 

  (3) ヘッジ方針 

為替予約取引については、外貨建取引

の為替相場変動によるリスクをヘッジ

するために行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



  

会計処理方法の変更

  

  

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） 

        （リース取引に関する会計基準） 

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、当事業年度より「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））を適用し、通常の売買処理に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

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、引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用し

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。 

注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１ 関係会社に対する主な資産・負債 

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な資

産は次のとおりであります。 

※１ 関係会社に対する主な資産・負債 

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な資

産は次のとおりであります。 

売掛金      1,271百万円 売掛金        235百万円

買掛金      777百万円

 ２ 偶発債務 

次の関係会社の借入金に対し連帯保証を行っており

ます。 

           ──────  

CU TECH CORPORATION 

連帯保証額  百万円 164 （ 百万ウォン）1,650

うち当社負担額    百万円 74 （  百万ウォン）742

  



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当事業年度（自 平成20年４月１日 至 

平成21年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（損益計算書関係）

   

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） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

    関係会社よりの受取配当金      148百万円 

  

          ────── 

  

  

※３ 販売費及び一般管理費 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

        関係会社からの仕入高        36,375百万円 

    関係会社よりの受取配当金       500百万円 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

   額であり、たな卸資産評価損 26 百万円が売上原価

   に含まれております。   

※３ 販売費及び一般管理費 

主要な費目及び金額   

通信交通費      241百万円

役員報酬      142百万円

役員退職慰労引当金繰入額       41百万円

従業員給与・賞与    1,157百万円

賞与引当金繰入額      144百万円

役員賞与引当金繰入額    19百万円

退職給付費用       95百万円

減価償却費       24百万円

賃借料      287百万円

主要な費目及び金額   

通信交通費      234百万円

役員報酬     150百万円

役員退職慰労引当金繰入額       43百万円

従業員給与・賞与    1,191百万円

賞与引当金繰入額      148百万円

役員賞与引当金繰入額      14百万円

退職給付費用      119百万円

減価償却費       25百万円

賃借料      298百万円

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

用は次のとおりであります。 

156百万円 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

用は次のとおりであります。 

  63百万円 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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317株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  28,681  317  －  28,998

合計  28,681  317  －  28,998

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  28,998  381  －  29,379

合計  28,998  381  －  29,379

381

（リース取引関係）

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、開示を省略しております。 

  

（有価証券関係）



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

  

（税効果会計関係）

  

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） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

繰延税金資産 （百万円）

未払事業税 32

賞与引当金 73

会員権評価損 37

研究開発費 14

役員退職慰労引当金 51

退職給付引当金  77

その他 148

繰延税金資産の総額 435

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △76

繰延税金負債計 △76

繰延税金資産の純額 359

  

繰延税金資産 （百万円）

未払事業税 15

賞与引当金 73

たな卸資産 9

役員退職慰労引当金 32

退職給付引当金  89

会員権評価損 44

投資有価証券評価損 50

その他有価証券評価差額金 18

その他 97

繰延税金資産の純額 431

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため記

載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳  

  

      （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△1.0

住民税均等割額 1.2

その他 0.1

税効果適用後の法人税等の負担率 43.1

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額    1,807円４銭

１株当たり当期純利益    112円60銭

１株当たり純資産額    1,825円49銭

１株当たり当期純利益    66円07銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

  
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) 

当期純利益（百万円）  1,266  743

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）  1,266  743

期中平均株式数（千株）  11,248  11,247



６．その他

(1) 役員の異動 

異動に関する内容が定まり次第、開示いたします。 

(2) その他  

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 商品仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 受注状況 

 当連結会計年度における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

④ 販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。   

  

事業部門の名称 
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） 

前年同期比（％）

産業電子機器及び伝送端末機器等シス

テム機器事業（百万円） 
 2,823  73.5

合計（百万円）  2,823  73.5

事業部門の名称 
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） 

前年同期比（％）

半導体及び電子部品等コンポーネント

事業（百万円） 
 172,030  77.4

合計（百万円）  172,030  77.4

事業部門の名称 受注高（百万円） 前年同期比(％) 受注残高（百万円） 前年同期比(％)

半導体及び電子部品等コンポー

ネント事業 
 171,458  72.9  12,596  49.5

産業電子機器及び伝送端末機器

等システム機器事業 
 2,617  71.6  308  60.0

合計  174,076  72.9  12,904  49.7

事業部門の名称 
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） 

前年同期比（％）

半導体及び電子部品等コンポーネント

事業（百万円） 
 184,297  79.9

産業電子機器及び伝送端末機器等シス

テム機器事業（百万円） 
 2,823  73.5

合計（百万円）  187,121  79.8
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