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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 13,948 △31.3 △558 ― △615 ― △826 ―

21年3月期第1四半期 20,297 ― △104 ― △90 ― △81 ―

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 △26.92 ―

21年3月期第1四半期 △2.60 △2.36

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 32,982 11,840 35.9 385.40
21年3月期 32,912 12,358 37.5 402.24

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,840百万円 21年3月期  12,358百万円

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  有  
 

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 ― 4.00 ― 1.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

1.00 ― 1.00 2.00

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  有  
 

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

30,000 △28.1 △170 ― △310 ― △530 ― △17.25

通期 66,000 △8.9 530 ― 270 ― 10 ― 0.33



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、５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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

通期の業績予想につきましては、平成21年５月12日に発表いたしました予想から修正しております。詳細につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表
等】３．連結業績予想に関する定性的情報及び本日公表の「平成22年３月期業績予想の修正、繰延税金資産の取り崩し並びに配当予想の修正に関する
お知らせ」をご覧ください。なお、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本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。 

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） 22年3月期第1四半期 31,935,458株 21年3月期  31,935,458株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,211,599株 21年3月期  1,212,106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 30,723,833株 21年3月期第1四半期 31,192,488株



 当第１四半期の国内経済は、一部に生産や輸出回復の兆しも見られましたが、世界的な金融・経済危機による景

気停滞の影響が続きました。 

 このような情勢の下で、当社グループが持つそれぞれの機能の融合と、グループ間及び部門間相互の連携によ

り、積極的な営業活動を推進するとともに、経営環境の悪化に対応するため、人件費や経費削減を柱とした「業務

改善に向けた取り組み」などで収益改善に全力で取り組んでおります。 

 商事部門では、半導体事業は、低価格商品など一部に回復基調も見られますが、本格的な回復には至らず総じて

低調に推移し、前年同期に比べ大幅な減収減益となりました。またＩＴ部門においても、企業のIT投資の先送りや

縮小など事業環境の厳しさが続いている中で、低調に推移し、前年同期に比べ大幅な減収減益となりました。製造

部門は、相模原工場を中心に構造改革に取り組んでおりますが、受注、利益はともに低迷いたしました。 

  

以上の結果、当第１四半期の売上高は139億４千８百万円、前年同期に比べて31.3％の減収、営業損失は人件費

や経費に削減に努めましたが、５億５千８百万円（前年同期営業損失１億４百万円）、経常損失は６億１千５百万

円（前年同期経常損失９千万円）、四半期純損失は、繰延税金資産の取り崩しもあり、８億２千６百万円、（前年

同期四半期純損失８千１百万円）という成績になりました。 

  

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。 

  

（商事部門） 

①半導体事業 

 半導体事業では、在庫調整の局面から生産再開の動きが広がる中で、マイコン、ASICは、自動車関連向け、

デジタル家電向けが、環境対応車や中国市場向けに対する増産などの影響により回復基調となりました。一方

産業機器向けは、設備投資の抑制などの影響で低調に推移いたしました。パソコン用DVDレコーダ向けレーザ

ーダイオードは急激な回復となり、パワーデバイスは白物家電向けが堅調でしたが、設備投資関連向けなどは

低調に推移いたしました。全体としては本格的な回復には至らず、低調に推移いたしました。 

②電子デバイス事業 

 電子デバイス事業は、監視用液晶モニターがやや低調となりました。携帯電話カメラモジュール向けなどの

希土類マグネット、EMS事業のデジタルカメラ等電池保護モジュール基板、その他各種産業及び民生用向け電

子部品なども、回復基調ながら総じて低調に推移いたしました。 

③電子材料事業 

 電子材料事業は、銅地金の価格が堅調に推移する中で、携帯電話用、デジタルテレビ用コネクター向け並び

に半導体向けなどの金属材料は、回復の兆しが出てきました。 

④FAシステム事業 

 FAシステム事業は、太陽電池装置向けFAシステム機器が堅調を持続し、ハードディスク製造装置、液晶製造

装置向けは、低調に推移いたしました。また設備投資全般の抑制の影響を受け、NC装置、配電制御機器などは

苦戦し、FA-ITソリューションも低調となりました。 

  

 この結果、商事部門の売上高は118億１千２百万円（前年同期比31.6％減）、営業利益は９千７百万円（前

年同期比75.2％減）となりました。 

  

（ＩＴ部門） 

①ビジネスソリューション事業 

 ビジネスソリューション事業は、IT事業環境の厳しい状況が続く中で、ソリューション関係は、自社開発の

通信制御装置は好調に推移いたしましたが、建設業向け積算・見積業務パッケージソフト、並びに流通業及び

製造業向けシステムが低調に推移いたしました。ビジネスシステム関係は、金融系業務関連向け、電力系業務

関連向けがやや低調となり、また製造業の低迷の影響で、製造系業務関連向けなどもやや低調に推移いたしま

した。 

②エンベデッドシステム事業 

 エンベデッドシステム事業は、エンベデッドシステム系（特定機能を実現するための組込みシステム）で

は、カーナビ関連の受注が堅調に推移いたしましたが、携帯電話関連は低調に推移いたしました。装置制御を

中心としたFAシステム系は設備投資の抑制などで低調となりました。 

③IC設計事業 

 IC設計事業では、厳しい環境下の半導体業界の影響を受け、苦戦が続きました。  

【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



 この結果、ＩＴ部門の売上高は８億３千９百万円（前年同期比33.4％減）、営業損失は１億４千８百万円

（前年同期営業損失２千８百万円）となりました。 

  

（製造部門） 

プリント配線板事業 

 プリント配線板事業は、受注面では、アミューズメント向け基板、超短納期試作基板が堅調に推移いたしま

したが、デジタル機器用ビルドアップ基板、車載向け多層基板、携帯電話用モジュール基板は低調に推移いた

しました。全体として低調に推移し、損益面も厳しい状況が続きました。 

  

 この結果、製造部門の売上高は13億１千７百万円（前年同期比26.9％減）、営業損失は１億９千９百万円

（前年同期営業損失１億１千５百万円）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て６千９百万円増加し、329億８千２百万円

となりました。 

・流動資産は、商品及び製品の減少７億４千６百万円等により、３億１千８百万円減少し、261億１百万円となり

ました。 

・固定資産は、有形固定資産が１億２千３百万円減少しましたが、投資有価証券４億７千９百万円の増加等によ

り、３億８千８百万円増加し、68億８千万円となりました。 

・流動負債は、支払手形及び買掛金の増加11億３百万円等により、８億２千１百万円増加し、149億４千５百万円

となりました。 

・固定負債は、長期借入金の返済等により、２億３千４百万円減少し、61億９千５百万円となりました。 

 この結果、純資産は５億１千７百万円減少し、118億４千万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の

37.5％から1.6ポイント減少し35.9％となりました。 

  

（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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ８億９千７百万円増加し、53億５千８百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果、増加した資金は12億６千６百万円となりました。これは主として次の要因によるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動の結果、減少した資金は７百万円となりました。これは有形固定資産及び投資有価証券の取得によ

るものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  財務活動の結果、減少した資金は３億７千７百万円となりました。これは主として長期借入金、ファイナン

ス・リース債務の返済等によるものです。 

  

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、下期には固定費等の削減を含め、売上高・利益とも

に回復基調を予想しておりますが、第１四半期までの実績に加え、なお当社を取り巻く経営環境は不透明感も強い

ため、修正いたしました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

資金増加要因： 減価償却費 １億５千９百万円

  たな卸資産の減少 ３億５千５百万円

  仕入債務の増加 10億９千３百万円

  

資金減少要因： 税金等調整前四半期純損失 ６億１千２百万円

  賞与引当金の減少 １億９千５百万円

    

３．連結業績予想に関する定性的情報



なお、当該予想に関する詳細は、本日公表いたしました「平成22年３月期業績予想の修正、繰延税金資産の取

り崩し並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。  

①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、実地棚卸を省略して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定する方法によっております。 

②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する方法により算定

しております。 

売上高及び売上原価の計上基準の変更  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。  

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



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 6,238,974 5,341,422

受取手形及び売掛金 13,522,480 13,687,126

商品及び製品 4,792,397 5,539,243

仕掛品 902,476 471,242

原材料及び貯蔵品 118,851 150,542

繰延税金資産 248,699 637,059

その他 331,661 651,691

貸倒引当金 △54,206 △58,701

流動資産合計 26,101,334 26,419,627

固定資産   

有形固定資産 3,179,958 3,303,404

無形固定資産 199,700 215,597

投資その他の資産   

投資有価証券 2,099,669 1,620,035

繰延税金資産 480,275 433,293

その他 1,033,394 1,033,210

貸倒引当金 △112,126 △112,892

投資その他の資産合計 3,501,212 2,973,646

固定資産合計 6,880,871 6,492,648

資産合計 32,982,206 32,912,275

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,490,753 8,387,739

短期借入金 3,074,045 3,059,145

1年内返済予定の長期借入金 820,000 870,000

未払法人税等 16,672 74,558

賞与引当金 158,457 354,090

その他 1,385,745 1,379,005

流動負債合計 14,945,673 14,124,537

固定負債   

長期借入金 4,905,000 5,110,000

繰延税金負債 395 404

退職給付引当金 672,090 647,731

役員退職慰労引当金 195,724 191,788

その他 422,420 479,788

固定負債合計 6,195,630 6,429,712

負債合計 21,141,303 20,554,250



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,161,819 3,161,819

資本剰余金 3,120,902 3,121,098

利益剰余金 5,934,365 6,792,062

自己株式 △378,378 △378,670

株主資本合計 11,838,709 12,696,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 204,362 △133,927

為替換算調整勘定 △202,169 △204,357

評価・換算差額等合計 2,193 △338,284

純資産合計 11,840,902 12,358,025

負債純資産合計 32,982,206 32,912,275



（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）

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 20,297,043 13,948,360

売上原価 18,451,839 12,868,356

売上総利益 1,845,204 1,080,004

販売費及び一般管理費 1,949,223 1,638,370

営業損失（△） △104,019 △558,365

営業外収益   

受取利息 2,192 999

受取配当金 25,581 15,278

為替差益 40,028 －

その他 14,329 8,136

営業外収益合計 82,132 24,414

営業外費用   

支払利息 39,218 43,824

為替差損 － 17,053

債権売却損 20,714 7,237

その他 8,417 13,647

営業外費用合計 68,350 81,763

経常損失（△） △90,237 △615,714

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14,440 5,140

特別利益合計 14,440 5,140

特別損失   

固定資産除却損 220 2,053

特別損失合計 220 2,053

税金等調整前四半期純損失（△） △76,017 △612,627

法人税、住民税及び事業税 17,457 13,230

法人税等調整額 △12,451 201,115

法人税等合計 5,006 214,345

四半期純損失（△） △81,023 △826,973



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △76,017 △612,627

減価償却費 168,782 159,120

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,440 △5,261

賞与引当金の増減額（△は減少） △394,982 △195,425

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △54,546

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,888 24,359

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,310 3,935

受取利息及び受取配当金 △27,773 △16,278

支払利息 39,218 43,824

固定資産除却損 220 2,053

売上債権の増減額（△は増加） 2,324,865 153,463

たな卸資産の増減額（△は増加） △919,486 355,771

仕入債務の増減額（△は減少） △1,594,495 1,093,356

未収消費税等の増減額（△は増加） △146,037 92,201

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,500 △13,821

その他 601,498 352,431

小計 △28,724 1,382,559

利息及び配当金の受取額 27,027 15,821

利息の支払額 △39,291 △44,059

法人税等の支払額 △204,880 △88,318

営業活動によるキャッシュ・フロー △245,869 1,266,003

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 △1,284 △1,081

有形固定資産の取得による支出 △4,002 △6,126

無形固定資産の取得による支出 △5,398 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,684 △7,208

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,016,767 2,373,179

短期借入金の返済による支出 △1,033,323 △2,357,814

長期借入金の返済による支出 △180,000 △255,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △114,553 △107,422

自己株式の売却による収入 221 346

自己株式の取得による支出 △741 △250

配当金の支払額 △155,966 △30,723

財務活動によるキャッシュ・フロー △467,595 △377,684

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,914 16,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △713,235 897,552

現金及び現金同等物の期首残高 3,919,303 4,461,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,206,067 5,358,974



 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） 

     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．事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業

実態にあわせて区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

  

 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〕

  
商事部門
（千円） 

ＩＴ部門
（千円） 

製造部門
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  17,255,175  1,239,664  1,802,202  20,297,043  －  20,297,043

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,118  19,778  520  24,416 (24,416)  －

計  17,259,294  1,259,442  1,802,722  20,321,460 (24,416)  20,297,043

営業利益又は営業損失（△）  395,120  △28,135  △115,273  251,711 (355,731)  △104,019

  
商事部門
（千円） 

ＩＴ部門
（千円） 

製造部門
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  11,811,355  820,928  1,316,076  13,948,360  －  13,948,360

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,292  18,108  1,168  20,568 (20,568)  －

計  11,812,647  839,037  1,317,244  13,968,929 (20,568)  13,948,360

営業利益又は営業損失（△）  97,879  △148,009  △199,365  △249,495 (308,870)  △558,365

事業区分 主要製品

商事部門 

各種半導体、マイコンソフト開発、電子デバイス、LED関連機器、電子部品用金属

材料、化成品、ボードアッセンブリ、産業システム機器、工場用設備機械、FA-IT

ソリューション、船舶用救命器具類 

ＩＴ部門 
ソフトウェア開発、システム開発、情報システム機器、電子機器、パッケージソフ

ト、IC設計 

製造部門 プリント配線板、超短納期試作ビルドアップ基板 

（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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