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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 24,052 △24.9 244 △58.2 291 △56.0 166 △60.9

21年3月期第1四半期 32,012 ― 584 ― 662 ― 425 ―

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

22年3月期第1四半期 10.28 ―

21年3月期第1四半期 26.33 ―

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

22年3月期第1四半期 49,539 35,408 71.5 2,189.26
21年3月期 53,066 35,172 66.3 2,174.68

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  35,408百万円 21年3月期  35,172百万円

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  

現時点では、配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社は年次での業績管理を行っておりますので、第２四半期連結累計期間の業績予想の記載を省略しております。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 123,000 △4.8 1,400 △37.8 1,100 △56.3 700 △4.1 43.28
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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  
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） 

(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．平成21年４月24日発表の通期連結業績予想は、修正しておりません。 
２．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。 
３．当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、経営基盤強化のための内部留保の充実も勘案しながら、安定的な配当を行うことを利益
配分の基本方針としております。引き続き安定配当継続のため尽力してまいりますが、経営環境の先行きが不透明であることから、今後の実績や財務状
況等を総合的に勘案したうえで判断させていただきたく、中間期末及び期末の配当金につきましては、現時点では未定とさせていただきます。配当予想を
決定次第、速やかに開示いたします。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 16,174,000株 21年3月期  16,174,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  156株 21年3月期  156株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 16,173,844株 21年3月期第1四半期 16,173,844株
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  当第１四半期における経済環境は、自動車・家電等の大手企業を中心とした在庫調整が進み、政府の景気対策の効

果や地球温暖化対策の波及により、個人消費や企業生産が一部持ち直し、株価全体も上昇基調にあり 悪期は脱した

ものの、輸出企業を中心とした企業業績の悪化は続き、設備投資意欲も改善の兆しが見えません。国内企業はアジ

ア・BRICS等の新興国の台頭により、販売価格競争が激しさを増し、依然として厳しい状況が続いており、今後の景

気動向は依然として予断を許さない状況にあります。 

 エレクトロニクス業界におきましては、一部機能を絞った低価格のパソコンを中心とした需要が増加し、また2011

年に始動する地上デジタル放送向け製品や、地球温暖化対策にともなう環境に優れた製品を中心に改善は見られるも

のの、本格回復には至らず、消費低迷による販売不振や世界的な需要の減少に伴う価格下落等、依然として不透明な

状況が続いております。 

 このような環境の下、当社グループの売上高は、半導体部門では前期に好調であった情報機器、通信機器及び車載

向けの減少により、前年同期比27.6％減の199億80百万円、情報機器部門は主力のハードディスクドライブが減少し

たことにより、同14.7％減の20億29百万円、一方、その他に区分されている品目ではモジュール商内が堅調であった

ことにより、同0.8％増の20億42百万円、この結果、当第１四半期の売上高は前年同期比24.9％減の240億52百万円と

なりました。 

 利益面では、売上高減少の影響が大きく、売上総利益は同15.3％減の26億56百万円となりましたが、グループ全体

の経費の節減により販売費及び一般管理費は減少いたしました。しかし、売上総利益の減少を補うことができず、営

業利益は同58.2％減の２億44百万円となりました。経常利益は、主として為替の影響により同56.0％減の２億91百万

円となりました。これらの減益により、当第１四半期純利益は、同60.9％減の１億66百万円となりました。 

   

    当第１四半期会計期間末における総資産は495億39百万円となり、前連結会計年度末比35億27百万円の減少となりま

した。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少額42億９百万円によるものであります。 

  なお、純資産は354億８百万円となり、前連結会計年度比２億35百万円の増加となりました。その主な要因は、為替

換算調整勘定が３億６百万円増加したことによるものであります。 

    

  （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の残高は30億20百万円となり、前連結会計年度末と比較

して10億12百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は17億20百万円の収入となりました。主な要因は、売上債権の減少46億85百

万円、仕入債務の減少29億37百万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」は１億円の支出となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出

１億２百万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６億41百万円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の減少額４億

27百万円及び配当金の支払額２億８百万円によるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成22年度３月期の連結業績予想につきましては、平成21年４月24日に公表いたしました連結業績予想に変更はあ

りません。なお、当社は年次での業績管理を行っておりますので、第２四半期連結累計期間の業績予想の記載を省略

しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

     該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,020 2,007

受取手形及び売掛金 24,828 29,038

商品 14,041 14,205

繰延税金資産 800 954

その他 735 916

貸倒引当金 △87 △84

流動資産合計 43,337 47,038

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 297 314

工具、器具及び備品（純額） 116 110

その他（純額） 40 41

有形固定資産合計 455 466

無形固定資産   

のれん 50 56

その他 276 191

無形固定資産合計 327 247

投資その他の資産   

投資有価証券 3,723 3,668

繰延税金資産 731 684

その他 973 971

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 5,418 5,313

固定資産合計 6,201 6,028

資産合計 49,539 53,066
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 7,384 9,926

短期借入金 2,909 3,093

未払法人税等 48 1,003

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 148 331

補償損失引当金 122 122

その他 1,685 1,692

流動負債合計 12,299 16,170

固定負債   

繰延税金負債 1 4

退職給付引当金 1,776 1,670

その他 53 49

固定負債合計 1,831 1,723

負債合計 14,130 17,893

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,251 5,251

資本剰余金 4,767 4,767

利益剰余金 26,206 26,285

自己株式 △0 △0

株主資本合計 36,225 36,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 0

為替換算調整勘定 △824 △1,130

評価・換算差額等合計 △816 △1,130

純資産合計 35,408 35,172

負債純資産合計 49,539 53,066
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 32,012 24,052

売上原価 28,876 21,395

売上総利益 3,136 2,656

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 － 1

従業員給料及び賞与 928 850

賞与引当金繰入額 210 151

退職給付費用 122 146

賃借料 262 273

その他 1,028 989

販売費及び一般管理費合計 2,552 2,412

営業利益 584 244

営業外収益   

受取利息 7 0

為替差益 33 －

持分法による投資利益 89 73

その他 4 7

営業外収益合計 134 81

営業外費用   

支払利息 46 5

売上割引 － 8

為替差損 － 19

その他 10 0

営業外費用合計 56 34

経常利益 662 291

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 －

税金等調整前四半期純利益 669 291

法人税、住民税及び事業税 227 24

法人税等調整額 16 101

法人税等合計 244 125

四半期純利益 425 166
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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利益 669 291

減価償却費 69 63

のれん償却額 58 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38 －

持分法による投資損益（△は益） △89 △73

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75 106

賞与引当金の増減額（△は減少） △204 △183

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 1

受取利息及び受取配当金 △7 △0

支払利息 46 5

売上債権の増減額（△は増加） 1,507 4,685

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,234 582

仕入債務の増減額（△は減少） 224 △2,937

未収消費税等の増減額（△は増加） 130 △136

未払消費税等の増減額（△は減少） 42 △78

その他 535 319

小計 761 2,652

利息及び配当金の受取額 63 56

利息の支払額 △31 △5

法人税等の支払額 △227 △982

営業活動によるキャッシュ・フロー 566 1,720

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 △56 △0

無形固定資産の取得による支出 △15 △102

その他 △12 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △84 △100

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） △827 △427

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15 △4

配当金の支払額 △242 △208

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,085 △641

現金及び現金同等物に係る換算差額 △235 33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △840 1,012

現金及び現金同等物の期首残高 3,161 2,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,321 3,020
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 該当事項はありません。 

  

  前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において当社及び連結子会社は、電子部品・機器の販

売事業の単一セグメントであるため、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。  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国、タイ 

(2)北米………米国 

３．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」に記載のとおり、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）を適用しておりま

す。これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が日本で１億34百万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） 

 「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 

平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、営業利益がアジアで32百

万円減少しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、タイ、中国、インド、マレーシア 

(2)北米………米国 

   

（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〕

  
日本 

（百万円）
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） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  18,875  13,069  68  32,012  －  32,012

(2)セグメント間の内部売上高  6,357  102  2  6,462  (6,462)  －

計  25,233  13,171  71  38,475      (6,462)  32,012

営業費用  24,741  13,079  85  37,905  (6,477)  31,428

営業利益（又は営業損失）  492  91  (14)  569    15  584

  
日本 

（百万円）
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） 

売上高                                    

(1)外部顧客に対する売上高  16,715  7,258  78  24,052  －  24,052

(2)セグメント間の内部売上高  4,204  98  14  4,317  (4,317)  －

計  20,919  7,356  93  28,369      (4,317)  24,052

営業費用  20,610  7,439  90  28,140  (4,332)  23,807

営業利益（又は営業損失）  309  (83)  2  228    15  244
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他 

(2)北米………米国、カナダ 

(3)その他……チェコ、イスラエル 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、中国、シンガポール他 

(2)北米………米国、カナダ 

(3)その他……イスラエル、チェコ他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

   

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  15,115  304  12  15,432

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    32,012

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 47.2  1.0  0.0  48.2

  アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,816  197  23  9,037

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    24,052

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 36.7  0.8  0.1  37.6

（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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     品目別販売実績  

  

６．その他の情報

品目 

前第１四半期連結累計期間 

    （自 平成20年４月１日 

     至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

       （自 平成21年４月１日 

         至 平成21年６月30日） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

半導体  27,607  86.3  19,980  83.1

情報通信機器及び応用システム  2,378  7.4  2,029  8.4

その他  2,026  6.3  2,042  8.5

合計  32,012  100.0  24,052  100.0
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