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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 19,698 △22.1 △252 ― △243 ― △1,389 ―

20年3月期 25,282 △20.5 444 △60.7 344 △70.6 142 △79.3

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 △143.49 ― △13.7 △1.6 △1.3

20年3月期 14.48 14.47 1.3 2.0 1.8

（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 13,525 9,332 69.0 963.60
20年3月期 16,081 10,977 68.3 1,133.48

（参考） 自己資本   21年3月期  9,332百万円 20年3月期  10,977百万円

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 1,885 △223 △794 3,477
20年3月期 822 △239 △408 2,608

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 ― ― ― 20.00 20.00 193 138.1 1.8
21年3月期 ― ― ― 20.00 20.00 193 ― 1.9

22年3月期 
（予想）

― ― ― 12.00 12.00 ―

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

7,380 △35.4 △310 ― △300 ― △310 ― △32.01

通期 16,160 △18.0 △370 ― △350 ― △370 ― △38.20
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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) 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、17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」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、30ページ「1株当たり情報」をご覧ください。〕 

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3月期 9,903,800株 20年3月期 9,903,800株

② 期末自己株式数 21年3月期  218,945株 20年3月期  218,944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 19,225 △21.7 △192 ― △171 ― △1,507 ―

20年3月期 24,549 △20.4 463 △56.7 365 △67.2 170 △73.7

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △155.63 ―

20年3月期 17.32 17.30

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 13,219 9,167 69.3 946.58
20年3月期 15,909 10,926 68.7 1,128.19

（参考） 自己資本 21年3月期  9,167百万円 20年3月期  10,926百万円

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 

・業績予想につきましては、現時点で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り、予想数値と異なる場合があり
ます。なお、予想数値に関する事項は、４ページ「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

7,260 △34.5 △300 ― △290 ― △300 ― △30.98

通期 16,020 △16.7 △350 ― △330 ― △350 ― △36.14
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当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響が日を追うごとに実体経済にも波及
し始め、特に昨年の10月以降、金融危機が輸出主導の経済構造を直撃し、企業部門を中心とした景気の
悪化が、過去に例のないほどのスピードで進んでまいりました。一方、個人消費も、原材料価格の高騰
は落ち着きを取り戻したものの、雇用の調整圧力の強まりと先行きへの不安から、消費者心理は節約志
向に転じるなど、景気の加速度的な後退が企業部門から家計部門にまで及び、日本経済は想像以上に厳
しい状況下で推移いたしました。 
 当企業集団を取り巻く環境も、金融危機に端を発する世界同時不況を反映して、期待されたオリンピ
ック需要が不調に終わったほか、昨年のクリスマス・年末商戦向け需要も伸び悩む結果となりました。
更には、米国に加え、新興国経済の減速も鮮明となり、輸出が過去 大の落ち込みを記録する一方、設
備投資も先送りや凍結の動きが見られ、半導体市況は悪化の一途を辿ってまいりました。 
 このような環境のもと、主力の半導体素子等販売事業においては、既存市場の深耕を図るべく展開し
た、種々の拡販活動が効を奏し、大型の薄型テレビをはじめとする特定市場向け商品が堅調な伸びを示
すとともに、携帯型エンターテイメント機器やパソコン用ブルーレイレコーダ向けなどの、新規ビジネ
スも売上げに寄与するに至りました。また、通信分野を中心に、米国に限らず、欧州やイスラエルなど
の、 先端且つ高度な技術力を有する仕入先の新規獲得にも注力し、相応のラインナップを整えるとと
もに、これらの仕入先商品のマーケティング活動を積極的に行い、各顧客先からの感触に手ごたえを感
じております。しかしながら、景気の悪化が一段と強まった年度後半以降、各顧客先において大がかり
な在庫調整や生産調整が進められたため、受注は大幅に落ち込み、極めて厳しい対応を余儀なくされま
した。また、もう一つの柱である半導体素子等検査事業においても、事業環境の更なる冷え込みを背景
に受注が激減するなど、回復のきっかけをつかめないまま、混沌とした状況で推移いたしました。一
方、海外展開については、国内でデザインされ、生産は海外で行われる、いわゆる生産移管ビジネスが
業務の中心となっているため、国内営業との連携を深めつつ、現地でのサポート強化に努めてまいりま
した。更には、将来の海外事業を見据えた独自の営業活動も展開し、市場開拓に鋭意取り組んでまいり
ましたが、受注の減少が響き、苦戦を強いられました。 
 利益面については、携帯電話向けビジネスなど、利益率の比較的低い商品の比率が下がったため、売
上総利益率は計画を上回る水準で推移いたしました。しかしながら、営業利益及び経常利益の段階で
は、売上げの減少が大きく影響したほか、半導体市況の急激な冷え込み等を踏まえ、資産の健全性を図
る観点から、たな卸資産の厳正なる再評価を行った結果、たな卸資産の廃棄損及び評価損として２億６
百万円を計上いたしました。 
 また、当期純利益の段階では、半導体素子等検査事業における収益が、市場環境の一段の悪化と相俟
って、引き続き深刻な状況が続いており、その回復は見込めないものと判断し、同検査事業の撤退に伴
う固定資産の減損処理を行うこととして、５億４千２百万円の減損損失を計上いたしました。加えて、
経営合理化の取り組みの一環として、早期退職者制度を実施し、これに伴う早期割増退職金として１億
９千１百万円を計上するなど、多額の特別損失を計上いたしました。 
この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が196億９千８百万円（前連結会計年度比22.1％減）、

営業損失が２億５千２百万円（前連結会計年度は営業利益４億４千４百万円）、経常損失が２億４千３
百万円（前連結会計年度は経常利益３億４千４百万円）、当期純損失が13億８千９百万円（前連結会計
年度は当期純利益１億４千２百万円）となりました。  

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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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。 

半導体素子等販売事業においては、主な収入源でありますＩＣ・半導体を中心に、売上げを確保す
べく、販売活動を強力に推し進めてまいりましたが、世界景気の減速によるパソコンやデジタル家電
などの消費の激減が、半導体等の需要低迷に追い打ちをかける結果となりました。 
 主な収入源であるＩＣ・半導体においては、大型の薄型テレビや防犯カメラ、業務用プロジェク
タ、セットトップボックス向けが、引き続き貢献したほか、携帯型エンターテイメント機器向けや、
次世代ＤＶＤ規格が一本化されたことによるパソコン用ブルーレイレコーダ向けが、新たな売上げと
して寄与いたしました。しかしながら、景気減退を受けて、製造業全般に生産・在庫を調整する動き
が広がりを見せたため、携帯電話や自動車の各分野のほか、半導体製造装置や検査装置をはじめとす
る一般産業機器など、幅広い分野で需要の失速に直面いたしました。その結果、当連結会計年度の売
上高は167億４百万円（前連結会計年度比22.1％減）となりました。 
 電子部品においては、減産による需要減退の影響を受ける中で、地震関連機器や官公庁向けリチウ
ム電池が堅実な伸びを示すとともに、業務用機器向けコネクタ及び液晶パネル用バックライトモジュ
ールも、比較的堅調に推移いたしました。その反面、前年度の売上げに貢献した携帯電話向けモジュ
ールビジネスが消滅したほか、計測機器向けの需要低迷に加え、売上げを見込んでいた、航空機内用
エンターテイメント設備向け電源も計画を下回るに至りました。その結果、当連結会計年度の売上高
は14億５千４百万円（前連結会計年度比26.1％減）となりました。 
 電子機器においては、通信機器向けの開発案件が売上げに貢献し、減収幅は他の品目に比べ小幅に
とどまったものの、半導体メーカー等の設備投資意欲が一段と抑制する中で、半導体製造装置を中心
に一般産業機器市場の受注が大幅に減少したことが大きく影響いたしました。更には、ボード製品ビ
ジネスの縮小なども加わり、その結果、当連結会計年度の売上高は11億５千４百万円（前連結会計年
度比11.2％減）となりました。 
 この結果、同販売事業における当連結会計年度の売上高は193億１千３百万円（前連結会計年度比
21.8％減）、営業損失は１億８千３百万円（前連結会計年度は営業利益４億８千７百万円）となりま
した。 

  

半導体素子等検査事業においては、連結子会社のテスミック株式会社が担当しておりますが、半導
体市況の悪化が直撃し、顧客先における生産計画の相次ぐ見直しが続いたほか、検査受託数量も大幅
に落ち込みました。加えて、検査価格の値下げ圧力も更に強まり、売上げ、利益の両面で、引き続き
厳しい取り組みを余儀なくされました。その結果、同検査事業における当連結会計年度の売上高は３
億８千４百万円（前連結会計年度比33.8％減）、営業損失は６千９百万円（前連結会計年度は営業損
失４千２百万円）となりました。 
 なお、同検査事業は、当社が設立当初から品質面を重視し、これによって培ったノウハウを活か
し、単独でのビジネスを展開してまいりましたが、収益の回復は依然見込みがないことに鑑み、今後
はこの検査ビジネスから撤退する(事業撤退の期日については、お取引先各位にご迷惑をお掛けしな
いよう十分な打合せをしたうえで決定いたします。)こととし、同検査事業で培ったノウハウ等を活
かしながら、主力の半導体素子等販売事業に経営資源を投入してまいります。 

  

今後の見通しについては、消費者心理の持ち直しや在庫調整の進展で、生産の下げ止まりを示唆す
る経営指標も表れ始めており、景気底入れのタイミングを探る動きが見られるようになりました。し
かしながら、いくつかの下振れリスクが存在するほか、たとえ底入れしても、暫くは底ばい状態で推
移するとの見方も根強く、景気後退の長期化は避けられないものと予測しております。 
 当企業集団を取り巻く環境も、生産や輸出、設備投資において、依然厳しい状況が続くなか、各顧
客先において、当面は減産体制を維持しつつ、景気の先行きを見極めるといった慎重な姿勢を崩さな
いものと思われるため、半導体需要の本格回復には時間がかかるとの認識でおります。 
 このような環境のもと、当企業集団は、現在進めている新規ビジネスについて、着実に成果を上げ
つつあるものの、更なるスピードアップを図り、いち早く成果に結び付けるとともに、新規に獲得し
た仕入先の商品については、早期の立ち上げ、市場への浸透に鋭意努力するなど、これまでの取り組
みを加速させてまいります。また、景気及び半導体市況が好転した局面を見据えた、売上げ伸長策を
講じるとともに、どのような経営環境にあっても、利益を確保し得る経営基盤を確立し、より強固な
体質づくりに傾注してまいります。  
なお、通期の連結業績といたしましては、売上高161億６千万円、営業損失３億７千万円、経常損

失３億５千万円、当期純損失３億７千万円を予定しております。 

  

（半導体素子等販売事業）

（半導体素子等検査事業）

（次期の見通し）
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当連結会計年度の総資産は135億２千５百万円であり、前連結会計年度末に比べ25億５千５百万円
減少しました。このうち、流動資産は17億６千５百万円減少の115億１千６百万円、固定資産は７億
８千９百万円減少の20億８百万円でした。流動資産の減少は主として、売掛金及び受取手形の減少に
よるもので、固定資産の減少は主として、有形固定資産において減損損失を計上したことによりま
す。 
 総負債は41億９千３百万円であり、前連結会計年度末に比べ９億１千万円減少しました。総負債の
減少は主として、買掛金の減少と、借入金の返済により減少したことによるものであります。 
 純資産は、93億３千２百万円であり、前連結会計年度末に比べ16億４千５百万円減少しました。純
資産の減少は主として、利益剰余金の減少によるものであります。 
 これにより、自己資本比率は69.0%と、前連結会計年度末に比べ0.7ポイント微増しました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は18億８千５百万円であります。 
 これは主として、税金等調整前当期純損失が11億７千９百万円(前連結会計年度：３億４千１百万
円の利益)となり、売上債権が21億１千１百万円の減少、たな卸資産が３億６千５百万円の減少、未
収入金が４億３千２百万円の減少によるものであります。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は△２億２千３百万円であります。 
 これは主として、貸付けによる支出１億７百万円、投資有価証券の取得による支出８千５百万円に
よるものであります。 

  

財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は△７億９千４百万円であります。 
 これは主として、社債の償還による支出５億円、配当金１億９千２百万円によるものであります。

  
これにより、現金及び現金同等物の期末残高は、現金及び現金同等物に係る換算差額１百万円を加味

し、前連結会計年度末から、８億６千８百万円増加し、34億７千７百万円となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
※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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

1.各指標は、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、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び資本の状況

② キャッシュ・フローの状況 
（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）

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 56.7 61.8 63.0 68.3 69.0

時価ベースの自己資本比率 53.9 72.1 52.1 27.1 24.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.7 2.2 11.2 2.6 0.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

24.3 38.0 7.8 32.3 87.6
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当社は、経営基本方針として「会社とかかわりのある株主の皆様、顧客先、仕入先、社員などと、バ
ランスよく長期にわたり共存共栄を図ること」を掲げ、常にそれを念頭に置いております。株主の皆様
に対する利益還元も、この経営基本方針のもと、経営の重要課題の１つとして認識しております。今後
とも一層の業績向上に努め、それに応じた成果配分として、増配などにより、株主の皆様にはできるだ
け報いるよう努力する考えであります。 
 また、内部留保資金については、将来の事業展開のための投資及び経営基盤の強化並びに事業拡大に
伴う資金需要に備えるものとし、一層の収益力向上と事業拡大に役立ててまいりたいと存じます。 
 この基本的な考え方に基づき、当期の利益配当金については、当期の業績は前述のとおり、景気及び
半導体市況の急激な悪化に伴い厳しい結果となりましたが、期初に計画した配当の額を堅持することと
して、前期(平成20年３月期)と同額の、普通配当20円を予定しております。 
 次期の年間配当金については、これまで実践してきました継続的且つ段階的に引き上げることを旨と
する方針は変わらないものの、当面の厳しい経営環境に鑑み、額の見直しを行うこととして、１株当た
り12円を予定しております。 

  

当社の企業集団は、半導体素子等販売事業と半導体素子等検査事業を事業の柱としておりますが、そ
の大半を占める半導体素子等販売事業は、ＩＣを主体とした半導体素子を中心に、それらを搭載したボ
ード製品又はそれらと一緒に使用されるその他の電子部品等を取り扱っております。同事業に占めるＩ
Ｃ・半導体の売上高の割合は、それぞれ平成20年３月期が86.8％、平成21年３月期が86.5％となってお
ります。従って、当社の企業集団における業績は、半導体業界特有の「シリコンサイクル」（メモリＩ
Ｃ［ＤＲＡＭ］の世代交代とともに半導体業界に訪れると言われる景気の波）と言われる半導体の需要
動向の影響を受ける可能性があります。 
 当社は、ＩＣ・半導体のうち約８割はアナログＩＣ（リニアＩＣとミックスト・シグナルＩＣ）を取
り扱っているため、その影響は比較的軽微ではありますが、この需要動向の影響を完全に回避すること
ができず、半導体業界の需要動向が業績の変動要因となり、その影響を受けることがあります。 

  

当社の企業集団における事業の柱の一つである半導体素子等販売事業は、米国を中心とした海外メー
カーのＩＣ・半導体等の商品の輸入販売を主としているため、為替相場の変動が業績の変動要因とな
り、その影響を受けることがあります。仕入高に占める輸入仕入高の割合は、それぞれ平成20年３月期
は50.9％、平成21年３月期は45.5％であり、その輸入仕入高に占める外貨建の割合は、それぞれ平成20
年３月期は64.7％、平成21年３月期は65.7％となっております。 
 当社は、業績の安定を図るため、為替相場の変動に伴い、海外仕入先との仕入価格の改定並びに国内
顧客先との販売価格の改定等の交渉を行うほか、大口商談においては、国内顧客先とのドル建取引、ド
ルリンク取引、海外仕入先との円建取引などを行っております。また、外貨建資産・負債のバランスを
図りながら、為替相場の変動リスクを 小限に抑えるべく努めております。しかしながら、円高に進行
すると、通常の取引においてはその恩恵を受けることができますが、外貨建資産においては為替差損が
発生いたします。一方、円安に進行すると、その反対の影響を受けることになります。 
 その結果、平成20年３月期が８千９百万円の為替差損、平成21年３月期が５百万円の為替差損を計上
しております。  
 なお、当社の企業集団における為替相場の変動による影響は、そのほとんどが当社単体であるため、
上記の比率及び金額は当社単体ベースによっております。 

  

当企業集団の事業の大きな柱である半導体素子等販売事業において、平成21年３月期の仕入実績は、
上位５社で総仕入実績の51.2％を占めております。これらの仕入先とは販売代理店契約を締結してきて
おりますが、この契約には事前文書による契約解除条項が織り込まれることもあり、当該条項に基づき
契約を解除されたり、また、この契約の有効期間は主に１年で、その後は１年毎の自動更新であるた
め、更新されなかったり、契約内容が変更される可能性もあります。また、仕入先自身の代理店政策の
変更による顧客先テリトリの見直しや、顧客先における事業再編などにより商権の移動が生ずることも
あります。これらの要因は、当企業集団の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。このた
め、１社への依存度を高めることなくバランス経営に努めていますが、このリスクを完全に回避するこ
とはできません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

（半導体業界の需要動向による影響について）

（為替変動の影響について）

（仕入先の依存度について）
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当社の企業集団は、当社及び連結子会社のInternix Hong Kong Limited、テスミック株式会社により構

成されており、半導体素子等販売事業と半導体素子等検査事業を事業の柱として位置付けております。 

  

当企業集団の事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。 

(半導体素子等販売事業) 

ＩＣを主体とした半導体素子、それらを搭載したボード製品、又はそれらと一緒に使用されるその他

の部品等の仕入販売を行うものとし、当社と連結子会社のInternix Hong Kong Limitedが担当しており

ます。当社は日本国内とシンガポールに拠点を置き、日本国内に加え、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連

合）に お け る 日 系 企 業 を 中 心 に 販 売 活 動 を 行 っ て お り ま す。ま た、香 港 に 設 立 し た

Internix Hong Kong Limitedは、上海にも拠点を置き、中国における日系企業を中心に販売活動を行っ

ております。 

(半導体素子等検査事業) 

ＩＣを主体とした半導体素子等の電気的特性試験、ＲＯＭの書き込みを請け負うものとし、連結子会

社のテスミック株式会社が担当しております。 

  

事業等の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

２ 企業集団の状況
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当社は、経営理念として「幸せの創造」を、またこの理念を具現化するための経営基本方針として
「長期共存共栄」を掲げております。すなわち、会社を中心に、当社とかかわりのある「株主及び投資
家の皆様」「顧客先」「仕入先」「社員」「関連会社」「その他取引先」「社会」「自然」という８つ
のグループすべてと、バランスよく長期にわたって共存共栄できる関係を築き、それぞれの幸せを考え
て行動していくことを意味するものであります。 
 ブランドイメージとして掲げた「Silicon－HUB」は、この考え方を表したもので、これは単なる物流
中継地点を意味するものではなく、技術的な付加価値や情報発信の基地、また、品質管理を通じた信頼
感のあるHUBとして機能することであります。すなわち、仕入先メーカーと顧客先の間に立って、需要
と供給のインテリジェントな橋渡しを行い、双方のニーズを充足し、問題・要望解決を実現し得る中核
的な役割まで担う、半導体（Silicon）事業の中心部（HUB）に位置する企業を目指しております。 
 また、当社は、 先端・先頭に立つという意味で、半導体に関する技術のほか、経営スタイルや戦略
など、さまざまな面で時代の 先端を今後も歩んでいくことを表す「Forefront」をモットーに、「世
界の 先端半導体技術（製品）を、時代の 先端市場に紹介（供給）する」ことを使命に事業展開をし
ております。このように、あらゆる分野において常に「 先端」を意識した活動を行い、21世紀の大き
なテーマでもあります「地球環境保護」にも積極的に取り組み、経営基本方針である「長期共存共栄」
を図ってまいりたいと存じます。 

  

当社では、グループ全体での平成24年３月期の業績目標として、売上高250億円、営業利益率３％以
上を掲げております。強固な収益基盤の確立を急ぎ、この目標達成を目指しております。 

  

当社では、引き続き「Silicon－HUB」と「Forefront」をブランドイメージとして掲げ、「世界の
先端半導体技術（製品）を、時代の 先端市場に紹介（供給）する」ことを使命に、半導体業界、更に
はエレクトロニクス業界において、確固たる地位を築くとともに、景気及び半導体市況が好転した局面
を見据えた、売上げ伸長策を講じるとともに、どのような経営環境にあっても、利益を確保し得る経営
基盤を確立し、より強固な体質づくりに全社一丸となって取り組んでまいります。 
 当面の重点戦略は次のとおりであります。 

①強みであるアナログ商品の更なる販売強化に取り組む一方、アナログ商品とデジタル商品を組み
合わせたトータルソリューションの提案強化に注力し、売上げ伸長に努めます。 

②拡大するユビキタス社会に対応すべく、通信・ネットワーク分野を中心に、高度な技術力を有す
る仕入先を新規に獲得するとともに、車載、環境及び医療分野に特徴のある技術、商品を育て、
拡販を図ります。 

③半導体ビジネスの中心部に位置する企業として、半導体メーカーが保有する、それぞれの優れた
技術を合わせた新製品の開発や、川下(顧客先)から川上(仕入先)への情報に基づく新技術の開
拓、新製品の開発になお一層努めます。 

④顧客先におけるグローバル展開が加速する中で、これに対応し得る規模と組織を兼ね備えるべ
く、香港、上海、シンガポールの既存拠点の拡充（人員を含む。）を図るとともに、販売拠点の
新設も視野に入れながら、海外ビジネスのなお一層の強化に努めます。 

⑤基幹システムの運用強化に取り組み、業務の合理化・効率化を推し進めるとともに、営業組織を
強化し、販売効率の向上に努めます。 

⑥顧客先のより高度な要求に対応すべく、ISO14001環境マネジメントシステム、ISO9001品質マネ
ジメントシステムの運用強化に取り組みます。 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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中長期目標を確実に実現するために、克服すべき主要課題は次のとおりであります。 
①ＩＴ（情報技術）の進化により、通信分野では「いつでも」「どこでも」「何でも」「誰でも」
を可能とする『ユビキタス』社会の実現に向け、ユビキタスネットワークの整備が国家プロジェ
クト（u－Japan）として推進されております。当社は、このユビキタスネットワークの実現に不
可欠なＮＧＮ（Next Generation Networkの略で、次世代ネットワークのこと）に着目し、この
分野で技術力、開発力に優れた企業の発掘と育成に努めてまいりました。今後は、これらの企業
が保有するデジタル技術と、当社の強みであるアナログ技術を組み合わせたソリューションの提
供を、国内の有力なネットワークオペレーター（通信事業者）やネットワークシステムベンダ
ー、電子機器・端末装置メーカーやモジュールメーカーなどに対し、ソフトウェア開発企業との
連携も図りつつ、なお一層推し進め、この分野を大きな柱として育ててまいります。これまでの
主な成果として、ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Accessの略で、高
速無線通信規格の一つ）や、ＬＴＥ（Long Term Evolutionの略で、新たな携帯電話の通信規格
のこと）といった新しい規格に準拠し、モバイル通信における基地局から端末までをターゲット
にした製品を開発している、既存又は新規の仕入先と連携し、着実に実績を積み上げておりま
す。 

②自動車ビジネスについては、エレクトロニクス化が進む中で、自動車に搭載されるＩＣの数もま
すます増えてきております。当社は、プロジェクトチームを編成して、車載情報機器を中心に自
動車市場への拡販に注力し、減収のなか、売上げ全体の約６％を維持するに至りました。この市
場への更なる拡販に努めるとともに、将来の一層の売上げ拡大を図るため、重要保安部品分野へ
の展開を図るべく、仕入先との協同のもと、自動車メーカーの求める高いレベルでの物流システ
ムと品質管理システムの整備に着手しております。これまでの主な成果として、積極的なデザイ
ン活動が功を奏し、いくつかの案件で既に採用が内定しており、今後の売上げへの寄与が期待さ
れております。なお、この分野は、物流はもちろんのこと、ＩＣの品質、信頼性に対する自動車
メーカーの要求は極めて厳しいものとなっておりますが、自動車以外の市場もこれに倣う傾向が
みられるため、仕入先及び顧客先の求める高いレベルに対応し得る、物流システムと品質管理シ
ステムの底上げに全力を傾注してまいります。 

③半導体ビジネスの中心部に位置する企業として、単に商品を流すだけでなく、技術的付加価値を
つけた商品を提供することが、今後ますます要求されてまいります。当社は、その一環として、
半導体メーカーが保有する、それぞれの優れた技術を組み合わせて新製品を開発したり、画像関
連においては、画像プロセッサやフラットパネル関連を中心に、サードパーティとの連携を強
め、川下（顧客先）から川上（仕入先）への情報に基づく新技術の開拓、新製品の開発を推進し
ております。この新しいビジネスモデルのもとで、幾つかのプロジェクトが進んでおり、実を結
びつつありますので、更に加速させて、早期かつ確実に売上げにつなげるとともに、このような
ビジネスモデルの構築、確立に鋭意取り組んでまいります。 

④携帯電話や薄型テレビに代表されるデジタル家電については、成長が著しい反面、製品寿命が短
く、市場価格の変動も激しいため、安定した利益を確保することが難しいビジネスでもありま
す。しかしながら、売上げの確保を図る点では不可欠であるため、今後の『ユビキタス』社会の
到来に伴い拡大が期待され、売上げへの貢献度が高いと目される携帯機器や、ホームネットワー
ク向けビジネスを中心に、新規仕入先の獲得を含め、なお一層注力してまいります。 

⑤利益確保の観点から、比較的安定した利益が見込まれる一般産業用機器や医療用機器向けに対
し、付加価値の高い商品の拡販に、より一層努力を傾注してまいります。 

⑥海外ビジネスについては、顧客先である日本の電子機器メーカーが生産や設計を海外にシフトす
る動きを見せており、ますますグローバル化、ボーダーレス化が進んでおります。これまで、中
国やＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）に生産拠点をシフトさせる、顧客先の動きに対応して、
香港、上海、シンガポールに拠点を設置してまいりました。 近は、生産拠点の拡大とともに、
現地の技術者を使って、現地で製品の開発、設計を行うケースも出始めており、このような顧客
先の動きに対して、海外テリトリの獲得に努めることはもちろんのこと、人員を含む各拠点の拡
充や、販売拠点の新設など、その状況を踏まえながら、迅速かつ柔軟に対処してまいります。更
には、現地企業におけるデザイン・イン活動に加え、プロジェクト開拓やユーザー開拓を図ると
ともに、技術サポート体制の整備、強化にも取り組んでまいります。また、ローカル部品メーカ
ー（台湾、中国）の商権獲得にも注力してまいります。 

(4) 会社の対処すべき課題
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⑦未曾有の需要減少に直面し、固定費の圧縮を中心とする経営合理化策を実施しておりますが、基
幹システムの運用強化などにより業務の合理化・効率化を一段と推し進めてまいります。また、
早期退職者制度の導入・実施による人員の削減に加え、あらゆる経費の見直しも強力に進めてま
いります。更には、企業集団全体で、成長が見込まれる事業や分野への人員の再配置を行い、将
来に向けた収益構造の再構築を図るなど、強固な基盤づくりに全社一丸となって努力を傾注して
まいります。 

⑧企業の社会的責任に対する要求が強まる中で、この要求に確実に応えるべく、ＣＳＲ
（Corporate Social Responsibilityの略で、企業の社会的責任のこと）経営を推し進めること
はもちろんのこと、リスク管理体制とコンプライアンス体制を中心とした内部統制システムの充
実、強化にも、一層の努力を傾け、社会の公器としての責任を果たしてまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表 

（単位：千円） 

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 1,608,791 2,677,114 

受取手形及び売掛金 ※1 6,153,342 ※1  4,040,575

有価証券 1,000,000 800,000 

たな卸資産 3,029,108 － 

商品及び製品 － 2,604,906 

仕掛品 － 27,261 

原材料及び貯蔵品 － 30,763 

繰延税金資産 181,034 264,125 

未収入金 ※1, ※2 1,279,746 ※1, ※2 847,717

その他 141,291 255,834 

貸倒引当金 △110,774 △31,472 

流動資産合計 13,282,539 11,516,827 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,196,142 1,194,636 

減価償却累計額 △728,592 ※4  △837,261

建物及び構築物（純額） 467,549 357,374 

機械装置及び運搬具 1,340,401 1,277,704 

減価償却累計額 △988,807 ※4  △1,277,704

機械装置及び運搬具（純額） 351,593 0 

工具、器具及び備品 627,274 638,180 

減価償却累計額 △552,546 ※4  △581,809

工具、器具及び備品（純額） 74,728 56,371 

土地 485,725 388,937 

建設仮勘定 2,700 － 

有形固定資産合計 1,382,296 802,683 

無形固定資産 

ソフトウエア 145,000 111,500 

その他 13,618 12,365 

無形固定資産合計 158,619 123,865 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,115,263 959,925 

繰延税金資産 15,579 － 

その他 152,693 169,817 

貸倒引当金 △25,704 △47,508 

投資その他の資産合計 1,257,832 1,082,235 

固定資産合計 2,798,748 2,008,784 

資産合計 16,081,287 13,525,611 
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（単位：千円） 

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 

買掛金 1,758,987 1,044,042 

短期借入金 1,300,000 798,230 

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000 

1年内償還予定の社債 500,000 － 

未払法人税等 1,065 299 

役員賞与引当金 5,500 － 

その他 559,521 779,363 

流動負債合計 4,225,073 2,721,935 

固定負債 

長期借入金 200,000 600,000 

繰延税金負債 － 229,713 

退職給付引当金 479,879 438,197 

役員退職慰労引当金 164,217 169,363 

その他 34,526 34,088 

固定負債合計 878,624 1,471,362 

負債合計 5,103,698 4,193,298 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,157,792 1,157,792 

資本剰余金 1,340,172 1,340,172 

利益剰余金 8,202,290 6,618,936 

自己株式 △126,937 △126,938 

株主資本合計 10,573,318 8,989,964 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 434,752 376,800 

為替換算調整勘定 △30,481 △34,450 

評価・換算差額等合計 404,271 342,349 

純資産合計 10,977,589 9,332,313 

負債純資産合計 16,081,287 13,525,611 
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(2) 連結損益計算書 

（単位：千円） 

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 25,282,015 19,698,712 

売上原価 21,081,703 16,306,068 

売上総利益 4,200,311 3,392,643 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 3,755,521 ※1, ※2 3,645,583

営業利益又は営業損失（△） 444,789 △252,939 

営業外収益 

受取利息 13,993 15,167 

受取配当金 26,479 44,299 

その他 12,039 21,358 

営業外収益合計 52,513 80,825 

営業外費用 

支払利息 25,805 22,708 

手形売却損 10,703 7,387 

支払補償費 7,301 9,154 

支払手数料 10,940 10,971 

為替差損 87,331 4,852 

その他 10,512 15,898 

営業外費用合計 152,594 70,973 

経常利益又は経常損失（△） 344,708 △243,088 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 388 1,038 

固定資産売却益 ※3 96 ※3 68

投資有価証券売却益 2,967 14,903 

特別利益合計 3,452 16,011 

特別損失 

減損損失 － ※6 542,000

固定資産売却損 ※4 1,452 ※4 2,956

固定資産除却損 ※5 2,626 ※5 606

投資有価証券評価損 2,295 136,276 

事業撤退損 － ※7 78,715

早期割増退職金 － 191,734 

その他 － 493 

特別損失合計 6,373 952,783 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

341,787 △1,179,860 

法人税、住民税及び事業税 206,784 8,960 

法人税等調整額 △7,349 200,835 

法人税等合計 199,434 209,796 

当期純利益又は当期純損失（△） 142,352 △1,389,656 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

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 1,157,792 1,157,792 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,157,792 1,157,792 

資本剰余金 

前期末残高 1,340,172 1,340,172 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,340,172 1,340,172 

利益剰余金 

前期末残高 8,237,865 8,202,290 

当期変動額 

剰余金の配当 △177,927 △193,697 

当期純利益又は当期純損失（△） 142,352 △1,389,656 

当期変動額合計 △35,575 △1,583,353 

当期末残高 8,202,290 6,618,936 

自己株式 

前期末残高 △15,232 △126,937 

当期変動額 

自己株式の取得 △111,705 △0 

当期変動額合計 △111,705 △0 

当期末残高 △126,937 △126,938 

株主資本合計 

前期末残高 10,720,598 10,573,318 

当期変動額 

剰余金の配当 △177,927 △193,697 

当期純利益又は当期純損失（△） 142,352 △1,389,656 

自己株式の取得 △111,705 △0 

当期変動額合計 △147,280 △1,583,354 

当期末残高 10,573,318 8,989,964 
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（単位：千円） 

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 522,892 434,752 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △88,140 △57,952 

当期変動額合計 △88,140 △57,952 

当期末残高 434,752 376,800 

為替換算調整勘定 

前期末残高 3,550 △30,481 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,031 △3,969 

当期変動額合計 △34,031 △3,969 

当期末残高 △30,481 △34,450 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 526,443 404,271 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △122,172 △61,921 

当期変動額合計 △122,172 △61,921 

当期末残高 404,271 342,349 

純資産合計 

前期末残高 11,247,042 10,977,589 

当期変動額 

剰余金の配当 △177,927 △193,697 

当期純利益又は当期純損失（△） 142,352 △1,389,656 

自己株式の取得 △111,705 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △122,172 △61,921 

当期変動額合計 △269,452 △1,645,276 

当期末残高 10,977,589 9,332,313 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

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又は税金等調整前当期
純損失（△）

341,787 △1,179,860 

減価償却費 212,333 156,031 

減損損失 － 542,000 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,092 △57,497 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,300 △5,500 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,260 △41,681 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,635 5,145 

受取利息及び受取配当金 △40,473 △59,467 

支払利息 25,805 22,708 

為替差損益（△は益） △5,800 △6,998 

投資有価証券売却損益（△は益） △2,967 △14,409 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,295 136,276 

有形固定資産売却損益（△は益） 1,355 2,887 

有形固定資産除却損 2,626 606 

売上債権の増減額（△は増加） 1,093,744 2,111,095 

たな卸資産の増減額（△は増加） 182,724 365,751 

未収入金の増減額（△は増加） 331,356 432,028 

仕入債務の増減額（△は減少） △940,968 △712,738 

その他 54,279 205,788 

小計 1,328,785 1,902,166 

利息及び配当金の受取額 40,630 53,147 

利息の支払額 △25,421 △21,795 

法人税等の支払額 △521,624 △103,501 

法人税等の還付額 － 55,087 

営業活動によるキャッシュ・フロー 822,370 1,885,104 

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 △193,722 △45,721 

投資有価証券の取得による支出 △53,428 △85,446 

貸付けによる支出 － △107,885 

その他 7,424 15,432 

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,726 △223,621 

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） 500,000 △501,770 

長期借入れによる収入 100,000 500,000 

長期借入金の返済による支出 △719,467 △100,000 

社債の償還による支出 － △500,000 

自己株式の取得による支出 △111,705 △0 

配当金の支払額 △177,350 △192,976 

財務活動によるキャッシュ・フロー △408,522 △794,746 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34,491 1,587 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139,629 868,323 

現金及び現金同等物の期首残高 2,469,161 2,608,791 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,608,791 ※1  3,477,114
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(5) 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 ２社 

   テスミック株式会社 

   Internix Hong Kong Limited

(1) 連結子会社 ２社 

   テスミック株式会社 

   Internix Hong Kong Limited 

(2) 非連結子会社 

   該当事項はありません。

(2) 非連結子会社

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

   該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 全ての連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。

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 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

…連結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 たな卸資産

  先入先出法による原価法

② たな卸資産

  先入先出法による原価法

 (貸借対照表価額は、収益性の低下

による簿価切下げの方法により算

定)

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却方法

① 有形固定資産

  定率法

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

を採用しております。なお、主

な耐用年数は次のとおりであり

ます。  

 建物及び構築物   ７～38年  

 機械装置及び運搬具   ８年  

 工具、器具及び備品 ２～20年  

 

  (会計方針の変更)

   当社及び国内連結子会社は、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につい

て、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更いたしまし

た。ただし、国内連結子会社の機

械装置については従来と同一の方

法を採用しております。  

 この変更による損益に与える影

響は軽微であります。

① 有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

を採用しております。なお、主

な耐用年数は次のとおりであり

ます。  

 建物及び構築物   ７～38年  

 機械装置及び運搬具   ８年  

 工具、器具及び備品 ２～15年  

 

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）に基づく定

額法によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

同左
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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     ───── ③ リース資産

  該当事項はありません。

 なお、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年３月31

日以前の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。
(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、過去の貸倒実績率を基礎に算定し

た貸倒見込額のほか、個別の債権に対

する回収可能性を見積って計上してお

ります。

① 貸倒引当金

同左

② 役員賞与引当金

 役員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき、計上しておりま

す。

② 役員賞与引当金

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

に基づき計上しております。なお、当

連結会計年度末における退職給付債務

の算定にあたっては、自己都合退職に

よる当連結会計年度末要支給額を退職

給付債務とする方法によって計上して

おります。

③ 退職給付引当金

同左

④ 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

④ 役員退職慰労引当金

同左

(4) 重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

 外貨建金銭債権債務は、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、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

(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) その他連結財務諸表作成

のための重要事項

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

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 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のほ

か、取得日より３か月以内に満期日が

到来する定期性預金及び取得日より３

か月以内に償還日が到来する容易に換

金可能であり、且つ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短期投

資であります。

同左
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(6) 会計処理の変更

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の適用)

 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)を適用

し、評価基準については、原価法から原価法(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。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結

会計年度の売上総利益が15,555千円減少し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ15,555

千円増加しております。 

 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、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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

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。当連結会計年度

における新規の所有権移転外ファイナンス・リース取引

はないため、当該会計処理の変更により損益に与える影

響はありません。
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(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)

財務諸表等規則の一部を改正する内閣府令(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2,946,404千円、40,095千円、42,608千円であ
ります。  
 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

 当連結会計年度から投資活動によるキャッシュ・フ
ローの「無形固定資産の取得による支出」(当連結会計
年度△851千円)は、重要性がなくなったため投資活動
によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示
しております。
 当連結会計年度から投資活動によるキャッシュ・フ
ローの「投資有価証券の売却による収入」(当連結会計
年度3,648千円)は、重要性がなくなったため投資活動
によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示
しております。

─────
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(7) 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 債権の流動化による受取手形の譲渡残高は

1,029,629千円であります。このうち支払留保額

409,224千円は、流動資産の「未収入金」に含めて

表示しております。

※１ 債権の流動化による受取手形の譲渡残高は

300,575千円であります。このうち支払留保額

197,199千円は、流動資産の「未収入金」に含めて

表示しております。

※２ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未

収額が862,582千円含まれております。

※２ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未

収額が642,661千円含まれております。

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引

銀行６行と当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

 当座貸越極度額 3,900,570千円

 借入実行残高 1,300,000

   差引額 2,600,570

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引

銀行６行と当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

 当座貸越極度額 3,894,690千円

 借入実行残高 700,000

   差引額 3,194,690

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額409,195千

円を含めて表示しております。

(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主要費目及び金額は次の

とおりであります。

従業員給料手当 1,287,194千円

従業員賞与 348,406

役員賞与引当金繰入額 5,500

貸倒引当金繰入額 83,182

退職給付引当金繰入額 63,873

役員退職慰労引当金繰入額 4,635

研究開発費 49,569
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目及び金額は次の

とおりであります。

従業員給料手当 1,355,575千円

従業員賞与 296,160

貸倒引当金繰入額 33,402

退職給付引当金繰入額 71,687

役員退職慰労引当金繰入額 5,145

研究開発費 69,187

※２ 研究開発費の総額 49,569千円 ※２ 研究開発費の総額 69,187千円

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 96千円

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 68千円

 

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1,452千円

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,894千円

工具、器具及び備品 62

計 2,956

 

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1,066千円

工具、器具及び備品 1,560

計 2,626

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 126千円

機械装置及び運搬具 134

工具、器具及び備品 345

計 606
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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)

─────

 

※６ 減損損失

  当企業集団は、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として、事業の種類別セグメントを構成す

る事業を基本単位として資産のグルーピングを行

っております。当連結会計年度においては、半導

体素子等検査事業における収益性の悪化等により

同検査事業から撤退することになったため、同検

査事業に係る固定資産等について、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と

して特別損失に計上しております。

場所 用途 種類 金額(千円)

埼玉
県本
庄市

半導
体素
子等
検査
事業

建物及び構築物 78,381

機械装置及び運搬具 319,466

工具、器具及び備品 11,347

土地 96,788

建設仮勘定 2,700

ソフトウェア 2,625

その他 1,253

リース資産 29,437

合計 542,000

  回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

り、主として不動産鑑定評価額に基づき算定して

おります。 

 なお、対象資産の処分可能性を考慮し、実質的

な処分価値がないと判断されたものについては、

正味売却価額をゼロとして評価しております。

───── ※７ 事業撤退損

  連結子会社であるテスミック株式会社において、

半導体素子等検査事業から撤退することに伴う損

失であります。 

 なお、関連する固定資産に係る損失について

は、減損損失として処理しております。
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加200,000株は、取締役会決議に基づく買付けによる増加であります。 

  

  

 
(注) 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,903,800 ─ ─ 9,903,800

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 18,944 200,000 ─ 218,944

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
当連結会計年度末残高

(千円)

提出会社(親会社)
ストックオプションとして
の新株予約権

─

合計 ─

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月19日 
定時株主総会

普通株式 177,927 18円 平成19年３月31日 平成19年６月20日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年６月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 193,697 20円 平成20年３月31日 平成20年６月19日
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

 
(注) 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

  

 
  

 
  

  

 
  

 リース取引、デリバティブ取引、ストックオプション等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)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,903,800 ─ ─ 9,903,800

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 218,944 1 ─ 218,945

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
当連結会計年度末残高

(千円)

提出会社(親会社)
ストックオプションとして
の新株予約権

─

合計 ─

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年６月18日 
定時株主総会

普通株式 193,697 20円 平成20年３月31日 平成20年６月19日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年６月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 193,697 20円 平成21年３月31日 平成21年６月19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

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金期末残高 1,608,791千円

有価証券 1,000,000

現金及び現金同等物の期末残高 2,608,791

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金期末残高 2,677,114千円

有価証券 800,000

現金及び現金同等物の期末残高 3,477,114

(開示の省略)
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(注) １ 事業区分は、商品の種類、性質と事業展開の共通性を基準として区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容 
(1) 半導体素子等販売事業…アナログＩＣ、メモリＩＣ、リニアＩＣ、特定用途ＩＣ、カスタムＩＣ、 Ａ／

Ｄコンバータ、ＩＣソケット、リチウム電池、システムボード製品、ネットワーク製品、表示器製品、パ
ソコン本体及び周辺機器 

(2) 半導体素子等検査事業…各種ＩＣ検査、バーンイン検査、ソケット検査、テーピング作業 
３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度3,920,668千円、当連結会計年

度4,700,488千円であり、その内容は、現金及び預金、有価証券、長期投資資金(投資有価証券)及び繰延税
金資産であります。 

４ 会計処理の変更 
  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
   「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から「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。 
 これにより、当連結会計年度の半導体素子等販売事業の営業損失が15,555千円増加しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

半導体素子等
販売事業 
(千円)

半導体素子等
検査事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

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 24,700,520 581,494 25,282,015 ─ 25,282,015

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 6,921 6,921 (6,921) ─

計 24,700,520 588,416 25,288,937 (6,921) 25,282,015

  営業費用 24,212,929 631,217 24,844,147 (6,921) 24,837,225

  営業利益又は営業損失(△) 487,590 △42,801 444,789 ─ 444,789

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 11,810,329 963,991 12,774,320 3,306,966 16,081,287

  減価償却費 102,120 110,212 212,333 ─ 212,333

  資本的支出 13,975 180,598 194,573 ─ 194,573

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)

半導体素子等
販売事業 
(千円)

半導体素子等
検査事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

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 19,313,918 384,794 19,698,712 ─ 19,698,712

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 8,006 8,006 (8,006) ─

計 19,313,918 392,800 19,706,718 (8,006) 19,698,712

  営業費用 19,497,283 462,375 19,959,658 (8,006) 19,951,652

  営業損失(△) △183,365 △69,574 △252,939 ─ △252,939

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 8,800,581 237,650 9,038,231 4,487,380 13,525,611

  減価償却費 96,127 59,904 156,031 ─ 156,031

  減損損失 ─ 542,000 542,000 ─ 542,000

  資本的支出 27,460 31,655 59,116 ─ 59,116

―　25　―

インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 決算短信



  
本邦の売上高及び資産の金額は、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

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在別セグメント情報の記載を省略しております。

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

(2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ 

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

(2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ 

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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

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)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,447,784 142,253 3,590,037

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 25,282,015

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

13.6 0.6 14.2

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)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,465,749 34,882 2,500,632

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 19,698,712

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

12.5 0.2 12.7
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(税効果会計関係)

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 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

(流動資産)

 繰延税金資産

  未払費用 92,065千円

  たな卸資産 78,207

  貸倒引当金 67,900

  その他 5,795

 繰延税金資産小計 243,968

  評価性引当額 △59,760

 繰延税金資産合計 184,208

 繰延税金負債

  未収事業税 △3,174千円

 繰延税金負債合計 △3,174

 繰延税金資産の純額 181,034

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

(流動資産)

繰延税金資産

 未払費用 77,202千円

 未払金 136,780

 たな卸資産 76,330

 貸倒引当金 12,086

 貸倒損失 59,379

 その他 4,384

繰延税金資産小計 366,165

 評価性引当額 △97,598

繰延税金資産合計 268,567

繰延税金負債

 未収事業税 △4,441千円

繰延税金負債合計 △4,441

繰延税金資産の純額 264,125

 

(固定資産)

 繰延税金資産

  退職給付引当金 191,951千円

  役員退職慰労引当金 65,687

  投資有価証券 31,067

  貸倒引当金 8,800

  その他 42,516

 繰延税金資産小計 340,022

  評価性引当額 △34,608

 繰延税金資産合計 305,414

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △289,834千円

 繰延税金負債合計 △289,834

 繰延税金資産の純額 15,579

 

(固定資産)

繰延税金資産

 退職給付引当金 175,279千円

 役員退職慰労引当金 67,745

 投資有価証券 75,892

 貸倒引当金 8,800

 減損損失 167,599

 繰越欠損金 173,820

 その他 21,189

繰延税金資産小計 690,327

 評価性引当額 △668,840

繰延税金資産合計 21,487

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △251,200千円

繰延税金負債合計 △251,200

繰延税金負債の純額 △229,713

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

(調整)

 交際費、受取配当金等永久差異項目 3.8

 住民税均等割 3.5

 在外子会社の税率差異 △2.0

 税額控除 △3.4

 評価性引当額の増減 15.6

 その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.4％  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

(調整)

交際費、受取配当金等永久差異項目 △0.2

住民税均等割 △1.0

在外子会社の税率差異 0.2

評価性引当額の増減 △57.0

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △17.8％
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(注)  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

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 
(千円)

連結決算日に
おける連結貸借
対照表計上額 

(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

連結決算日に 
おける連結貸借
対照表計上額 

(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表 
計上額が取得原 
価を超えるもの

 株式 200,987 966,098 765,110 104,531 757,010 652,478

小計 200,987 966,098 765,110 104,531 757,010 652,478

連結貸借対照表 
計上額が取得原 
価を超えないもの

 株式 162,508 122,122 △40,385 178,766 154,475 △24,291

小計 162,508 122,122 △40,385 178,766 154,475 △24,291

合計 363,495 1,088,220 724,724 283,298 911,485 628,187

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)

 投資有価証券について2,295千円減損処理を行ってお

ります。  

 なお、下落率が50％超の株式については全て減損処理

を行い、下落率が30～50％の株式については、個別銘柄

毎に、当連結会計年度における各月末の時価と帳簿価格

との乖離状況に基づいて回復可能性を判断し、減損処理

を行うこととしております。

 投資有価証券について136,276千円減損処理を行って

おります。  

 なお、下落率が50％超の株式については全て減損処理

を行い、下落率が30～50％の株式については、個別銘柄

毎に、当連結会計年度における各月末の時価と帳簿価格

との乖離状況に基づいて回復可能性を判断し、減損処理

を行うこととしております。

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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(千円)
売却益の合計額 

(千円)

売却損の合計額 

(千円)
売却額(千円)

売却益の合計額 

(千円)

売却損の合計額 

(千円)

3,648 2,967 ─ 21,156 14,903 493

３ 時価評価されていない有価証券の主な内容

区分

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(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

譲渡性預金 1,000,000 800,000

非上場株式 23,087 45,538

投資事業有限責任組合への出資 3,955 2,901

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

区分

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(千円) １年以内(千円)

譲渡性預金 1,000,000 800,000
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(注) １ 退職給付に係る会計基準の小規模企業等における簡便法を採用しております。 

２ 勤務費用相当額は、退職給付引当金繰入額であります。 

３ 当連結会計年度においては、上記のほか、早期退職者制度の実施による早期割増退職金191,734千円を特別

損失に計上しております。 

  

(退職給付関係)

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 退職給付制度の概要

 退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を

採用しております。

１ 退職給付制度の概要

同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

  退職給付債務 (注)１ 479,879千円

  退職給付引当金 479,879

 
 

２ 退職給付債務に関する事項

 退職給付債務 (注)１ 438,197千円

 退職給付引当金 438,197

 

 

３ 退職給付費用に関する事項

  勤務費用相当額 (注)２ 66,485千円

  割増退職金等 3,928

  退職給付費用合計 70,413

 
 

３ 退職給付費用に関する事項

 勤務費用相当額 (注)２ 74,162千円

 割増退職金等 (注)３ 21,312

 退職給付費用合計 95,475
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(注) １ 当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び潜在株式調整後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。 

  

 
  

３ 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。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

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 1,133円 48銭 963円 60銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失
(△)

14円 48銭 △143円 49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 14円 47銭 ─

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株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 142,352 △1,389,656

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
(△)(千円)

142,352 △1,389,656

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,831 9,684

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額 ─ ─

普通株式増加数(千株)
(うち新株予約権(千株))

8 
(8)

─
(─)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

新株予約権３種類(新株
予約権の数1,837個)。

─

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 10,977,589 9,332,313

普通株式に係る純資産額(千円) 10,977,589 9,332,313

普通株式の発行済株式数(千株) 9,903 9,903

普通株式の自己株式数(千株) 218 218

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

9,684 9,684

(重要な後発事象)
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(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は製造原価によっております。 

  

 
  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 受注高には、受注取消、変更、為替レートの変動による調整額を含んでおります。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

５ 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別ゼグメントの名称

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

金額(千円) 金額(千円)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 ─ ─

電子部品 ─ ─

電子機器 245,405 170,311

合計 245,405 170,311

半導体素子等検査事業 ─ ─

合計 245,405 170,311

(2) 受注状況

事業の種類別ゼグメントの名称
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)

受注高(千円) 構成比(％) 受注残高(千円) 構成比(％)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 21,106,300 85.7 3,105,943 80.8

電子部品 1,660,995 6.7 530,090 13.8

電子機器 1,288,957 5.2 208,947 5.4

合計 24,056,254 97.6 3,844,981 100.0

半導体素子等検査事業 581,494 2.4 ─ ─

合計 24,637,749 100.0 3,844,981 100.0

事業の種類別ゼグメントの名称
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)

受注高(千円) 構成比(％) 受注残高(千円) 構成比(％)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 15,208,327 84.9 1,609,735 78.0

電子部品 1,264,764 7.1 340,092 16.5

電子機器 1,060,463 5.9 114,791 5.5

合計 17,533,555 97.9 2,064,619 100.0

半導体素子等検査事業 384,794 2.1 ─ ─

合計 17,918,349 100.0 2,064,619 100.0

(3) 販売実績

事業の種類別ゼグメントの名称

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

販売高(千円) 百分比(％) 販売高(千円) 百分比(％)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 21,431,646 84.8 16,704,535 84.8

電子部品 1,968,928 7.8 1,454,762 7.4

電子機器 1,299,945 5.1 1,154,619 5.8

合計 24,700,520 97.7 19,313,918 98.0

半導体素子等検査事業 581,494 2.3 384,794 2.0

合計 25,282,015 100.0 19,698,712 100.0
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６ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表 

（単位：千円） 

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 1,330,644 2,359,279 

受取手形 ※2 549,116 ※2  874,570

売掛金 ※1 5,431,298 ※1  3,118,650

有価証券 1,000,000 800,000 

商品 2,922,588 － 

製品 6,338 － 

商品及び製品 － 2,585,633 

仕掛品 40,095 27,261 

原材料 34,778 － 

貯蔵品 754 － 

原材料及び貯蔵品 － 24,726 

前渡金 35,289 11,275 

前払費用 41,534 35,697 

繰延税金資産 176,038 263,447 

未収入金 ※2, ※3 1,208,801 ※2, ※3 825,487

その他 57,292 201,135 

貸倒引当金 △110,424 △31,352 

流動資産合計 12,724,148 11,095,813 

固定資産 

有形固定資産 

建物 944,642 943,155 

減価償却累計額 △614,961 △638,717 

建物（純額） 329,680 304,438 

工具、器具及び備品 593,825 595,212 

減価償却累計額 △526,042 △540,339 

工具、器具及び備品（純額） 67,783 54,873 

土地 319,500 319,500 

有形固定資産合計 716,963 678,812 

無形固定資産 

ソフトウエア 141,442 110,719 

電話加入権 12,365 12,365 

無形固定資産合計 153,808 123,084 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,115,263 959,925 

関係会社株式 451,117 31,446 

関係会社長期貸付金 610,000 610,000 

破産更生債権等 3,704 25,508 

長期前払費用 3,290 2,790 

差入保証金 119,563 115,380 

繰延税金資産 15,579 － 

その他 22,210 22,210 

貸倒引当金 △25,704 △445,004 

投資その他の資産合計 2,315,025 1,322,256 

固定資産合計 3,185,796 2,124,153 

資産合計 15,909,944 13,219,967 

―　32　―

インターニックス㈱(2657) 平成21年３月期 決算短信



（単位：千円） 

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 

買掛金 1,742,181 1,037,602 

短期借入金 1,300,000 798,230 

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000 

1年内償還予定の社債 500,000 － 

未払金 170,591 393,707 

未払費用 257,569 194,317 

前受金 10,892 26,563 

預り金 23,935 24,767 

役員賞与引当金 5,500 － 

その他 8,451 18,331 

流動負債合計 4,119,121 2,593,520 

固定負債 

長期借入金 200,000 600,000 

繰延税金負債 － 229,713 

退職給付引当金 465,866 426,041 

役員退職慰労引当金 164,037 169,120 

その他 34,526 34,088 

固定負債合計 864,431 1,458,963 

負債合計 4,983,552 4,052,484 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,157,792 1,157,792 

資本剰余金 

資本準備金 1,340,172 1,340,172 

資本剰余金合計 1,340,172 1,340,172 

利益剰余金 

利益準備金 47,674 47,674 

その他利益剰余金 

別途積立金 6,004,385 6,004,385 

繰越利益剰余金 2,068,552 367,596 

利益剰余金合計 8,120,611 6,419,656 

自己株式 △126,937 △126,938 

株主資本合計 10,491,639 8,790,683 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 434,752 376,800 

評価・換算差額等合計 434,752 376,800 

純資産合計 10,926,391 9,167,483 

負債純資産合計 15,909,944 13,219,967 
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(2) 損益計算書 

（単位：千円） 

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 24,223,096 19,021,954 

製品売上高 326,786 204,035 

売上高合計 24,549,882 19,225,989 

売上原価

商品売上原価

商品期首たな卸高 3,087,467 2,922,588 

当期商品仕入高 20,085,716 15,396,582 

合計 23,173,183 18,319,171 

商品他勘定振替高 ※1 6,732 ※1 5,339

商品期末たな卸高 2,922,588 2,583,483 

商品売上原価 20,243,861 15,730,348 

製品売上原価

製品期首たな卸高 5,091 6,338 

当期製品製造原価 245,405 170,311 

合計 250,497 176,649 

製品期末たな卸高 6,338 2,150 

製品売上原価 244,158 174,499 

売上原価合計 20,488,019 15,904,847 

売上総利益 4,061,862 3,321,142 

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 3,598,339 ※2, ※3 3,514,109

営業利益又は営業損失（△） 463,523 △192,967 

営業外収益 

受取利息 ※7 14,673 ※7 10,673

有価証券利息 － 8,389 

受取配当金 26,479 44,299 

その他 15,616 21,578 

営業外収益合計 56,768 84,941 

営業外費用 

支払利息 21,490 18,418 

手形売却損 10,703 7,387 

支払補償費 7,301 1,498 

支払手数料 10,940 10,971 

為替差損 89,520 5,139 

その他 14,827 20,188 

営業外費用合計 154,783 63,604 

経常利益又は経常損失（△） 365,508 △171,630 
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（単位：千円） 

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 

貸倒引当金戻入額 388 808 

固定資産売却益 － ※4 68

投資有価証券売却益 2,967 14,903 

特別利益合計 3,356 15,781 

特別損失 

固定資産売却損 － ※5 62

固定資産除却損 ※6 1,535 ※6 471

投資有価証券評価損 2,295 136,276 

関係会社株式評価損 － 419,671 

貸倒引当金繰入額 － 397,495 

早期割増退職金 － 191,734 

その他 － 493 

特別損失合計 3,831 1,146,206 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 365,033 △1,302,056 

法人税、住民税及び事業税 203,142 8,683 

法人税等調整額 △8,359 196,518 

法人税等合計 194,782 205,202 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,250 △1,507,258 
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(3) 株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

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 1,157,792 1,157,792 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,157,792 1,157,792 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,340,172 1,340,172 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,340,172 1,340,172 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,340,172 1,340,172 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,340,172 1,340,172 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 47,674 47,674 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 47,674 47,674 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 6,004,385 6,004,385 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,004,385 6,004,385 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,076,229 2,068,552 

当期変動額 

剰余金の配当 △177,927 △193,697 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,250 △1,507,258 

当期変動額合計 △7,676 △1,700,955 

当期末残高 2,068,552 367,596 

利益剰余金合計 

前期末残高 8,128,288 8,120,611 

当期変動額 

剰余金の配当 △177,927 △193,697 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,250 △1,507,258 

当期変動額合計 △7,676 △1,700,955 

当期末残高 8,120,611 6,419,656 
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（単位：千円） 

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)

自己株式 

前期末残高 △15,232 △126,937 

当期変動額 

自己株式の取得 △111,705 △0 

当期変動額合計 △111,705 △0 

当期末残高 △126,937 △126,938 

株主資本合計 

前期末残高 10,611,021 10,491,639 

当期変動額 

剰余金の配当 △177,927 △193,697 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,250 △1,507,258 

自己株式の取得 △111,705 △0 

当期変動額合計 △119,382 △1,700,956 

当期末残高 10,491,639 8,790,683 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 522,892 434,752 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △88,140 △57,952 

当期変動額合計 △88,140 △57,952 

当期末残高 434,752 376,800 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 522,892 434,752 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △88,140 △57,952 

当期変動額合計 △88,140 △57,952 

当期末残高 434,752 376,800 

純資産合計 

前期末残高 11,133,914 10,926,391 

当期変動額 

剰余金の配当 △177,927 △193,697 

当期純利益又は当期純損失（△） 170,250 △1,507,258 

自己株式の取得 △111,705 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △88,140 △57,952 

当期変動額合計 △207,522 △1,758,908 

当期末残高 10,926,391 9,167,483 
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(4) 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

(1) 子会社株式
移動平均法による原価法

(1) 子会社株式
同左

(2) 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）

時価のないもの
…移動平均法による原価法

(2) その他有価証券
時価のあるもの

同左 
  
 
 

時価のないもの
同左

２ たな卸資産の評価基準及
び評価方法

先入先出法による原価法 先入先出法による原価法
(貸借対照表価額は、収益性の低

下による簿価切下げの方法により算
定)

３ 固定資産の減価償却の方
法

(1) 有形固定資産
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除
く）については、定額法を採用して
おります。 
 なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。
建物        10～38年
工具、器具及び備品 ２～20年

 
 (会計方針の変更)

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について、改正
後の法人税法に基づく減価償却の方
法に変更いたしました。  
 この変更による損益に与える影響
は軽微であります。

(1) 有形固定資産
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除
く）については、定額法を採用して
おります。 
 なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。
建物        10～38年
工具、器具及び備品 ２～15年

 

(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）に基づく定額法によって
おります。

(2) 無形固定資産
同左

(3) 長期前払費用
均等償却

(3) 長期前払費用
同左

４ 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、過去の貸倒実績率を基礎に算
定した貸倒見込額のほか、個別の債
権に対する回収可能性を見積って計
上しております。

(1) 貸倒引当金
同左

(2) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき、計上しており
ます。

(2) 役員賞与引当金
同左

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務
に基づき計上しております。なお、
当事業年度末における退職給付債務
の算定にあたっては、自己都合退職
による期末要支給額を退職給付債務
とする方法によって計上しておりま
す。

(3) 退職給付引当金
同左

(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を
計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金
同左
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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)

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

６ 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。

─────

７ 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

(5) 会計処理の変更

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)

───── (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)

 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)を適用

し、評価基準については、原価法から原価法(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。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当事業

年度の売上総利益が15,555千円減少し、営業損失、経常

損失及び税引前当期純損失がそれぞれ15,555千円増加し

ております。

(6) 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 関係会社に対する債権

売掛金 296,812千円
 

※１ 関係会社に対する債権

売掛金 148,584千円

※２ 債権の流動化による受取手形の譲渡残高は

1,029,629千円であります。このうち支払留保額

409,224千円は、流動資産の「未収入金」に含め

て表示しております。

※２ 債権の流動化による受取手形の譲渡残高は

300,575千円であります。このうち支払留保額

197,199千円は、流動資産の「未収入金」に含め

て表示しております。

※３ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未

収額が790,072千円含まれております。

※３ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未

収額が619,005千円含まれております。

 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額 3,900,570千円

借入実行残高 1,300,000

  差引額 2,600,570
 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額 3,894,690千円

借入実行残高 700,000

 差引額 3,194,690
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加200,000株は、取締役会決議に基づく買付けによる増加であります。 

  

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

(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 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。

材料費 6,732千円

※１ 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。

材料費 5,339千円

※２ 販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売費

84％、一般管理費16％であり、また、主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

販売促進費 216,371千円

従業員給料手当 1,226,200

従業員賞与 343,135

役員賞与引当金繰入額 5,500

法定福利費 207,246

貸倒引当金繰入額 83,112

退職給付引当金繰入額 61,459

役員退職慰労引当金繰入額 4,530

研究開発費 49,569

減価償却費 50,248

賃借料 180,554
 

※２ 販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売費

84％、一般管理費16％であり、また、主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

販売促進費 171,485千円

従業員給料手当 1,304,643

従業員賞与 294,074

法定福利費 211,794

貸倒引当金繰入額 33,402

退職給付引当金繰入額 68,762

役員退職慰労引当金繰入額 5,082

研究開発費 69,187

減価償却費 46,294

賃借料 174,290

※３ 研究開発費の総額 49,569千円 ※３ 研究開発費の総額 69,187千円

           ─────

 

※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 68千円

           ─────

 

※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 62千円

 

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,535千円

 

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 126千円

工具、器具及び備品 345

471

※７ 関係会社に対する取引高

受取利息 6,646千円

※７ 関係会社に対する取引高

受取利息 6,392千円

(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)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 18,944 200,000 ─ 218,944

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 218,944 1 ─ 218,995
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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。 

(税効果会計関係)

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 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

(流動資産)

 繰延税金資産

  未払費用 88,062千円

  商品 78,207

  貸倒引当金 67,760

  その他 4,942

 繰延税金資産小計 238,972

  評価性引当額 △59,760

 繰延税金資産合計 179,212

 繰延税金負債

  未収事業税 △3,174千円

 繰延税金負債合計 △3,174

 繰延税金資産の純額 176,038

(固定資産)

 繰延税金資産

  退職給付引当金 186,346千円

  役員退職慰労引当金 65,615

  投資有価証券 31,067

  貸倒引当金 8,800

  その他 16,066

 繰延税金資産小計 307,895

  評価性引当額 △2,480

 繰延税金資産合計 305,414

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △289,834千円

 繰延税金負債合計 △289,834

 繰延税金資産の純額 15,579

 

 

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

(流動資産)

 繰延税金資産

  未払費用 77,202千円

  未払金 105,294

  たな卸資産 76,330

  貸倒引当金 12,038

  貸倒損失 59,379

  その他 3,700

 繰延税金資産小計 333,947

  評価性引当額 △66,058

 繰延税金資産合計 267,888

 繰延税金負債

  未収事業税 △4,441千円

 繰延税金負債合計 △4,441

 繰延税金資産の純額 263,447

(固定資産)

 繰延税金資産

  退職給付引当金 170,416千円

  役員退職慰労引当金 67,648

  投資有価証券 75,892

  貸倒引当金 167,798

  関係会社株式評価損 167,868

  繰越欠損金 61,250

  その他 21,006

 繰延税金資産小計 731,882

  評価性引当額 △710,395

 繰延税金資産合計 21,487

 繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △251,200千円

 繰延税金負債合計 △251,200

 繰延税金負債の純額 △229,713

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

(調整)

 交際費、受取配当金等永久差異項目 3.5

 住民税均等割 3.2

 税額控除 △3.1

 評価性引当額の増減 9.1

 その他 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.4％

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.0％

(調整)

交際費、受取配当金等永久差異項目 △0.2

住民税均等割 △0.8

評価性引当額の増減 △54.9

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △15.8％

(有価証券関係)
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(注) １ 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び潜在株式調整後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。 

  

 
  

３ 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。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 1,128円 19銭 946円 58銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失
(△)

17円 32銭 △155円 63銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 17円 30銭 ─

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株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 170,250 △1,507,258

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
(△)(千円)

170,250 △1,507,258

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,831 9,684

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額 ─ ─

普通株式増加数(千株)
(うち新株予約権(千株))

8 
(8)

─
(─)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

新株予約権３種類(新株
予約権の数1,837個)。

─

前事業年度末
(平成20年３月31日)

当事業年度末
(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 10,926,391 9,167,483

普通株式に係る純資産額(千円) 10,926,391 9,167,483

普通株式の発行済株式数(千株) 9,903 9,903

普通株式の自己株式数(千株) 218 218

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

9,684 9,684

(重要な後発事象)
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1. 代表者の異動(平成21年３月19日付で開示済み) 
①新任代表者候補 
代表取締役社長兼ＣＯＯ  油井 秀行(現 専務取締役) 

  

②退任予定代表者 
代表取締役社長兼ＣＯＯ  田中 信也 

  

2. その他の役員の異動 
①退任予定取締役 
代表取締役社長兼ＣＯＯ  田中 信也(相談役に就任予定) 

  

７ その他

役員の異動(平成21年６月18日付)
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