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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 3,269 ― △129 ― △90 ― △123 ―

20年12月期第1四半期 5,288 18.2 33 ― 145 ― 68 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 △10.61 ―

20年12月期第1四半期 5.87 ―

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12月期第1四半期 9,465 7,912 83.6 678.57
20年12月期 10,321 8,137 78.8 697.91

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  7,912百万円 20年12月期  8,137百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

6,200 △39.0 △325 ― △335 ― △215 ― △18.43

通期 17,500 △15.6 50 △61.9 30 △89.5 1 △98.3 0.09
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（１）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業 
況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」を参 
照してください。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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12月期第1四半期 11,849,899株 20年12月期  11,849,899株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  189,668株 20年12月期  189,668株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 11,660,231株 20年12月期第1四半期 11,660,542株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界経済の急速な悪化の影響により、企業収益が大幅に落ち込み、雇用情勢

の悪化、個人消費の減少など、極めて厳しい状況で推移しました。当社グループが属するエレクトロニクス業界にお

きましては、世界的な景気後退により、特に輸出が激減するなど、極めて厳しい状況が継続しております。 

このような厳しい市場環境の中、当社グループは売上確保に努めましたが、世界的な不況下の中で、すべての分野

で売上、利益ともに大幅に減少いたしました。また、この間、当社グループは、平成20年12月８日に発表いたしまし

たとおり、経営の合理化と効率化を目指し、100％出資子会社であり、当社と同じく半導体製品の販売を主体とする

アルファ電子株式会社およびエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の２社を、平成21年４月１日付で吸収合

併するため、統合準備を進めてまいりました。 

こうした事業活動の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、すべての製品分野で大幅に減少し

ましたが、特に大手顧客の民生向け製品等に採用されているアナログ半導体とブロードバンド通信向けＡＳＳＰ製品

の量産案件が大幅な減少となったため、売上高は大幅な減少となり、32億６千９百万円となりました。 

損益面につきましては、営業損益は、すべてのソリューション分野において量産案件が大幅に縮小したこと、円高

水準で推移したこと等により、売上総利益率は比較的高い水準で推移いたしましたが、売上高の大幅な減少を補うに

はいたらず、経費の節減にも継続して取り組みましたが大幅な減益となり、１億２千９百万円の営業損失となりまし

た。 

経常損益につきましては、子会社の吸収合併に伴う保険解約益などにより若干改善し、９千万円の経常損失となり

ました。 

四半期純損益につきましては、投資有価証券評価損、子会社２社の吸収合併に伴う移転費用等の事業再編損等を計

上したため、１億２千３百万円の四半期純損失となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ８億５千６百万円減少し94億６千５百万円

となりました。これは主に売上高の減少に伴い売上債権が減少したことおよび未収消費税が減少したこと等によ

るものです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６億３千万円減少し15億５千３百万円となり

ました。これは主に短期借入金を返済したこと等によるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ２億２千５百万円減少し79億１千２百万円

となりました。これは主に四半期純損失による減少および配当金の支払いによるものです。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億９千１百万円増加

し、34億５千７百万円となりました。 当第１四半期連結会計期間末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） 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失を１億７千５百万円計上しま

したが、売上高の減少により売上債権が減少したこと等により、14億２千１百万円の収入となりました。 

（投資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・フローにつきましては、子会社の保険の解約を行ったこと、定期預金の払い戻し

を実施したこと等により、２億２千万円の収入となりました。 

（財務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・フローにつきましては、短期借入金の返済および配当金の支払いを実施したこと

等により、６億５千万円の支出となりました。 

  

第２四半期以降の日本経済を展望いたしますと、昨年末以来の世界同時不況が継続する中、日本及び多くの諸外国

においても様々な景気対策や財政出動などが行われており、一部には製造業における在庫調整が進んでいるとの見通

しも出始めておりますが、全般的な景気の回復時期については、極めて不透明な状況が今しばらく継続すると予想さ

れます。 

このような経済環境の中、当社グループといたしましては、平成21年４月１日付で100％出資子会社２社の吸収合

併を完了したことを踏まえ、統合後の経営を軌道に乗せるとともに、経営資源の効率的な活用による事業基盤の一層

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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の強化を図り、変化の激しい市場環境に迅速に対応しながら、事業を推進してまいります。 

第２四半期以降の見通しにつきましては、現時点におきましても厳しい事業環境が継続しておりますが、一部の通

信分野や産業機器分野において、顧客の在庫調整が進み、昨年末以来、減少を続けていた受注状況が底打ちし、若干

改善の兆しを見せている分野も散見されます。このような状況から、当社グループの業績予想につきましては、第２

四半期は低迷が続くものの、第３四半期以降は各国の財政政策もあいまって景気の改善が進むと想定しており、平成

21年２月13日に発表いたしました業績予想から変更をいたしません。 

  

 該当事項はありません。 

  

① たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度未以降に経営環境等、または一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法)により算定しております。 

これにより、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は51,849千円

増加しております。 

  

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取

引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる損益への影響はありません。 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,537,767 2,594,823

受取手形及び売掛金 2,860,492 4,175,960

商品 1,989,251 1,961,447

その他 405,496 856,865

貸倒引当金 △1,116 △1,820

流動資産合計 8,791,892 9,587,276

固定資産   

有形固定資産 53,642 59,316

無形固定資産   

のれん 35,420 39,345

その他 46,516 49,382

無形固定資産合計 81,937 88,727

投資その他の資産   

繰延税金資産 120,469 45,731

その他 427,393 549,787

貸倒引当金 △9,904 △9,344

投資その他の資産合計 537,958 586,175

固定資産合計 673,538 734,220

資産合計 9,465,430 10,321,497

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 894,909 809,822

短期借入金 － 550,000

未払法人税等 4,411 14,014

賞与引当金 121,701 50,762

その他 326,619 436,607

流動負債合計 1,347,642 1,861,206

固定負債   

退職給付引当金 38 35,980

役員退職慰労引当金 166,363 247,453

負ののれん 364 404

その他 38,699 38,652

固定負債合計 205,466 322,491

負債合計 1,553,108 2,183,698
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,339,634 1,339,634

資本剰余金 2,698,526 2,698,526

利益剰余金 3,999,877 4,240,170

自己株式 △130,708 △130,708

株主資本合計 7,907,330 8,147,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 224 △8,259

繰延ヘッジ損益 4,767 △1,564

評価・換算差額等合計 4,991 △9,824

純資産合計 7,912,322 8,137,798

負債純資産合計 9,465,430 10,321,497
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,269,136

売上原価 2,669,780

売上総利益 599,356

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 273,010

賞与引当金繰入額 70,644

のれん償却額 3,924

その他 381,238

販売費及び一般管理費合計 728,818

営業損失（△） △129,462

営業外収益  

受取利息 632

投資有価証券売却益 3,585

負ののれん償却額 40

保険解約返戻金 76,069

その他 2,977

営業外収益合計 83,305

営業外費用  

支払利息 1,901

為替差損 37,843

その他 4,992

営業外費用合計 44,736

経常損失（△） △90,893

特別利益  

貸倒引当金戻入額 575

役員退職慰労引当金戻入額 509

その他 4

特別利益合計 1,088

特別損失  

投資有価証券評価損 39,168

事業再編損 42,958

ゴルフ会員権評価損 2,195

その他 1,827

特別損失合計 86,148

税金等調整前四半期純損失（△） △175,953

法人税、住民税及び事業税 6,671

法人税等調整額 △58,934

法人税等合計 △52,262

四半期純損失（△） △123,690
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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  

税金等調整前四半期純損失（△） △175,953

減価償却費 8,643

のれん償却額 3,924

負ののれん償却額 △40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △575

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,938

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,941

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △81,090

ゴルフ会員権評価損 2,195

受取利息及び受取配当金 △632

支払利息 1,901

為替差損益（△は益） 438

投資有価証券評価損益（△は益） 39,168

投資有価証券売却損益（△は益） △3,585

事業再編損失 42,958

売上債権の増減額（△は増加） 1,325,890

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,701

仕入債務の増減額（△は減少） 85,087

未収消費税等の増減額（△は増加） 274,576

その他 △84,161

小計 1,445,040

利息及び配当金の受取額 683

利息の支払額 △1,254

事業再編による支出 △18,495

法人税等の還付額 5,571

法人税等の支払額 △10,188

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,421,355

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △6,000

定期預金の払戻による収入 54,121

有形固定資産の取得による支出 △392

有形固定資産の売却による収入 32

投資有価証券の売却による収入 7,498

貸付金の回収による収入 322

保険積立金の解約による収入 166,215

その他 △1,615

投資活動によるキャッシュ・フロー 220,182
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △550,000

配当金の支払額 △100,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △650,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 991,065

現金及び現金同等物の期首残高 2,466,702

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,457,767
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 当連結グループは、半導体関連事業（半導体販売関連事業及び半導体設計関連事業）を営む単一セグメントで

あるため、該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  5,288,371

Ⅱ 売上原価  4,514,649

売上総利益  773,721

Ⅲ 販売費及び一般管理費  740,378

貸倒引当金繰入額  1,294

給料手当  263,369

賞与引当金繰入額  94,598

役員賞与引当金繰入額  1,320

賃借料  78,750

のれん償却額  3,924

その他  297,119

営業利益  33,342

Ⅳ 営業外収益  122,484

受取利息  1,814

受取配当金  60

為替差益  98,320

投資有価証券売却益  14,759

消費税等還付加算金  872

負ののれん償却額  40

その他  6,617

Ⅴ 営業外費用  10,169

支払利息  2,963

支払手数料  4

売掛債権譲渡損  3,565

その他  3,635

経常利益  145,658
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科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  26,792

固定資産除却損  153

投資有価証券売却損  450

訴訟和解金  26,188

税金等調整前四半期純利益  118,865

法人税、住民税及び事業税  1,364

法人税等調整額  49,005

四半期純利益  68,495
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益  118,865

減価償却費  12,091

のれん償却額  3,924

負ののれん償却額 △40

貸倒引当金の増加額  1,294

賞与引当金の増加額  95,000

役員賞与引当金の増加額  1,320

退職給付引当金の増加額  3,894

受取利息及び受取配当金 △1,874

支払利息  2,963

為替差損  1,440

投資有価証券売却益 △14,759

投資有価証券売却損  450

有形固定資産除却損  153

売上債権の減少額  639,422

たな卸資産の増加額 △931,668

仕入債務の増加額  241,915

未収消費税等の減少額  224,566

前渡金の減少額  644

前受金の増加額  8,688

その他 △85,373

小計  322,921

利息及び配当金の受取額  1,790

利息の支払額 △4,625

法人税等の還付額  10

法人税等の支払額 △13,379

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  306,718
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

定期預金の預入による支出 △116,000

定期預金の払戻による収入  40,070

投資有価証券の売却による
収入  16,293

有形固定資産の取得による
支出 

△8,612

保険の解約による収入  7,084

その他の投資等の増加額 △11,409

その他の投資等の減少額  310

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△72,263

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

自己株式の取得による支出 △14

配当金の支払額 △98,193

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△98,207

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△1,017

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  135,229

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  2,231,879

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  2,367,109
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