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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 30,052 △29.5 707 △17.9 742 △2.2 425 △3.4
21年3月期第1四半期 42,599 ― 862 ― 759 ― 440 ―

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 62.62 ―
21年3月期第1四半期 64.80 ―

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 38,953 15,733 40.4 2,313.08
21年3月期 34,754 15,500 44.6 2,278.85

（参考） 自己資本 22年3月期第1四半期 15,733百万円 21年3月期 15,500百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
22年3月期 ―
22年3月期
（予想）

0.00 ― 25.00 25.00

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

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 107,000 △21.0 1,340 △46.2 1,340 △45.2 770 △42.1 113.20



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．その他をご覧下さい。

(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
平成21年４月24日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。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。

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 6,802,000株 21年3月期 6,802,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 80株 21年3月期 80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 6,801,920株 21年3月期第1四半期 6,801,920株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の景気は、前連結会計年度より続いている景気悪化に下げ止まり感があ

り、底入れ観測が出始めております。輸出や生産は、大幅に落ち込んだあと、持ち直してきており、企業の業況感は

製造業大企業を中心に、悪化に歯止めがかかっております。一方、厳しい収益状況などを背景に、設備投資は大幅に

減少しております。また、雇用・所得環境が厳しさを増す中で、個人消費は弱めの動きとなっております。 

 平成21年２～３月に底打ちした半導体市況は、中国をはじめとした世界各国の景気刺激策の効果もあり、緩やかな

回復が続いております。また、景気に底入れ観測が出始めたことにより、部品在庫を絞っていたテレビやパソコンな

どのセットメーカー各社が発注を増やしたため、半導体全般に供給不足となり、特にメモリー半導体及び液晶デバイ

スの４～６月期の価格は上昇基調となりました。 

 このような状況の下、当社グループは景気回復後の飛躍的発展へと繋げるべく、既存顧客向けのマーケットシェア

を維持、拡大するのは勿論のこと、新規市場・顧客の開拓、取扱商品群の拡充といった「種まき」を行い、当連結会

計年度より取り扱いを開始した、有機ＥＬやＯＤＤ（光学ディスク機器）の販売、またこれまで手薄であったアミュ

ーズメント機器市場への展開を進めてまいりました。 

 これらの結果、売上高300億52百万円（前年同期比29.5％減）、営業利益７億７百万円（前年同期比17.9％減）、

経常利益７億42百万円（前年同期比2.2％減）、四半期純利益４億25百万円（前年同期比3.4％減）となりました。 

  

 また、当第１四半期連結会計期間の主な品目別の業績は、次のとおりであります。 

 なお、当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、品目別の業績を記載してお

ります。 

（メモリー半導体） 

 平成21年２～３月の底打ち時点より、ＤＲＡＭ、ＦＬＡＳＨメモリー共に価格は上昇しており、また、海外での積

極的な販売活動により、ＦＬＡＳＨメモリーは前年同期比で売上を伸ばしましたが、メモリー半導体全体では前年同

期比マイナスとなりました。この結果、メモリー半導体の売上高は146億95百万円（前年同期比26.8％減）となりま

した。 

（システムＬＳＩ） 

 セットメーカーの在庫調整が概ね終了し、落ち着き感を見せつつありますが、デジカメ、携帯電話機器分野におき

ましては、機能の成熟化等により、買い替え需要が喚起されない状況が続いております。この結果、システムＬＳＩ

の売上高は50億60百万円（前年同期比31.1％減）となりました。 

（液晶デバイス） 

 企業業績の悪化に伴う広告費削減により、広告設置計画の延長、中止等が起きており、電子看板（デジタルサイネ

ージ）分野もその影響を大きく受けております。この結果、液晶デバイスの売上高は73億15百万円（前年同期比

43.2％減）となりました。 

（その他） 

 商社機能を活かした営業活動により、この分野の売上高は29億81百万円（前年同期比30.2％増）となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、389億53百万円（前連結会計年度末比12.1％増）となりました。これは

主に売掛金が増加したことによるものです。一方、負債は232億20百万円（前連結会計年度末比20.6％増）となりま

した。これは主に買掛金及び未払金が増加したことによるものです。純資産は157億33百万円（前連結会計年度末比

1.5％増）となりました。これは四半期純利益の計上が主な増加要因であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における営業キャッシュ・フローは減少しましたが、財務活動によるキャッシュ・フロ

ーが増加したため、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）が、前連結会計年度末に比べ１億48百万円増加し

９億59百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、１億26百万円（前年同期は11億55百万円の取

得）となりました。これは主に買掛金が16億14百万円、未払金が19億71百万円増加した一方で、売掛金が38億42百万

円増加したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、12百万円（前年同期は1百万円の使用）とな

りました。これは、主に敷金の回収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



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、２億49百万円（前年同期は13億39百万円の使

用）となりました。これは配当金の支払２億１百万円に対し、短期借入金が４億50百万円増加したことによるもので

あります。 

  

 通期の連結業績予想につきましては、平成21年４月24日公表の「平成21年３月期決算短信」に記載のとおりであ

り、業績予想は修正しておりません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

  たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行っております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。   

  

 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



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 959 811

受取手形及び売掛金 25,456 21,606

商品 9,771 10,256

繰延税金資産 183 195

その他 2,066 1,366

流動資産合計 38,437 34,237

固定資産   

有形固定資産 75 78

無形固定資産 2 3

投資その他の資産 437 435

固定資産合計 516 517

資産合計 38,953 34,754

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,041 4,423

短期借入金 11,351 10,985

未払法人税等 325 272

引当金 45 97

未払金 5,101 3,129

その他 169 123

流動負債合計 23,033 19,032

固定負債   

引当金 168 221

その他 18 －

固定負債合計 186 221

負債合計 23,220 19,254

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,054 2,054

資本剰余金 1,984 1,984

利益剰余金 11,680 11,492

自己株式 △0 △0

株主資本合計 15,718 15,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 －

繰延ヘッジ損益 △0 △18

為替換算調整勘定 3 △10

評価・換算差額等合計 15 △29

純資産合計 15,733 15,500

負債純資産合計 38,953 34,754



（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 42,599 30,052

売上原価 41,224 28,933

売上総利益 1,375 1,119

販売費及び一般管理費 513 411

営業利益 862 707

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 1

仕入割引 124 69

為替差益 － 12

その他 2 0

営業外収益合計 130 85

営業外費用   

支払利息 68 19

債権売却損 75 21

支払手数料 0 1

為替差損 73 －

その他 14 7

営業外費用合計 233 49

経常利益 759 742

税金等調整前四半期純利益 759 742

法人税等 318 316

四半期純利益 440 425



（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 759 742

減価償却費 4 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △42 △52

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △62

受取利息及び受取配当金 △2 △1

支払利息 68 19

為替差損益（△は益） 298 △94

売上債権の増減額（△は増加） △832 △3,842

たな卸資産の増減額（△は増加） 671 488

前渡金の増減額（△は増加） 1,472 △838

仕入債務の増減額（△は減少） △1,018 1,614

未払金の増減額（△は減少） 47 1,971

その他 502 214

小計 1,936 172

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △67 △19

法人税等の支払額 △715 △281

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155 △126

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 △1 △0

その他 △0 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1 12

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） △1,142 450

配当金の支払額 △197 △201

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,339 249

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △193 148

現金及び現金同等物の期首残高 881 811

現金及び現金同等物の四半期末残高 687 959



 該当事項はありません。 

  

  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）及び当第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） 

 当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、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．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

   ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

       アジア・・・・中国、ホンコン、シンガポール 

   ３．会計方針の変更 

    「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」４．(３)２に記載のとお

り、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を採用しておりま

したが、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）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価格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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較し

て、「日本」の営業利益は２億72百万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．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

   ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

       アジア・・・・中国、ホンコン、シンガポール 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
アジア
（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 35,099 7,500 42,599  － 42,599 

(2）セグメント間の内部売上高 603 119 722 (722)  －

 計 35,702 7,619 43,321 (722) 42,599 

 営業利益 531 330 862  － 862 

  
日本

（百万円） 
アジア
（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 23,698 6,354 30,052  － 30,052 

(2）セグメント間の内部売上高 1,199 215 1,415 (1,415)  －

 計 24,897 6,569 31,467 (1,415) 30,052 

 営業利益 551 172 723 (16) 707 



    

  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．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

      アジア・・・・中国、ホンコン、シンガポール 

   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．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

      アジア・・・・中国、ホンコン、シンガポール 

   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。 

    

 該当事項はありません。 

   

ｃ．海外売上高

  アジア   その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,082 317 14,400 

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  －  42,599 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 33.1 0.7 33.8 

  アジア   その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,141 23 14,164 

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  －  30,052 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 47.0 0.1 47.1 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



品目別販売実績  

  

  

６．その他の情報

   前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間   前連結会計年度 

   （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 増減率 （自 平成20年４月１日 

品目別  至 平成20年６月30日)  至 平成21年６月30日)    至 平成21年３月31日) 

   金額（百万円） 
構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％） 
  金額（百万円） 

構成比

（％） 

 メモリー 20,085 47.1 14,695 48.9  △ 26.8  64,793 47.8 

 システムＬＳＩ 7,348 17.3 5,060 16.8  △ 31.1  24,480 18.1 

半導体小計 27,433 64.4 19,755 65.7  △ 28.0  89,274 65.9 

液晶デバイス 12,876 30.2 7,315 24.4  △ 43.2  39,163 28.9 

その他 2,289 5.4 2,981 9.9  30.2  6,996 5.2 

合計 42,599 100.0 30,052 100.0  △ 29.5  135,434 100.0 
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