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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 3,558 △38.3 △183 ― △181 ― △187 ―

21年3月期第1四半期 5,772 ― 30 ― 70 ― 22 ―

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 △19.40 ―

21年3月期第1四半期 2.32 2.32

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 13,389 8,999 67.2 929.19
21年3月期 13,525 9,332 69.0 963.60

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,999百万円 21年3月期  9,332百万円

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 ― 20.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 12.00 12.00

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

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) 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  無  

(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 

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「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をご覧ください。 

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 9,903,800株 21年3月期  9,903,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  218,945株 21年3月期  218,945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 9,684,855株 21年3月期第1四半期 9,684,856株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、戦後最悪の落ち込みを記録した景気が最悪期を脱
し、先行きの景況感には持ち直しの兆しがみられたものの、本格回復に向けた動きは鈍く、景気の反転力
は依然として弱いまま推移いたしました。 
当企業集団を取り巻く環境も、輸出の下げ止まりと、急激な在庫圧縮の反動を背景に、企業の生産活動

は持ち直しつつあるものの、その水準は依然として低く、加えて、景気の先行きには慎重な見方が根強
く、設備の過剰感の改善もあまり進んでいないことから、企業は設備投資について慎重な姿勢を崩してお
らず、引き続き厳しい状況が続きました。 
このような環境のもと、既存市場の深耕と裾野拡大に向けた精力的な販売活動が実を結び、通信インフ

ラ向けビジネスの商権の拡大を実現したほか、大型の薄型テレビなどの特定市場向け商品が健闘するとと
もに、デジタル一眼レフカメラ向けなど、需要回復をした一部商品が貢献しました。更には、注力分野で
ある通信関連では、既存商品はもとより、新規に獲得した仕入先商品の拡販活動を積極化し、これら商品
の一部で顧客先での試作や試験運用段階に入ったものもあり、相応の成果を着実に上げております。ま
た、自動車向けビジネスにおいても、車載情報機器分野を中心に採用案件が広がっております。しかしな
がら、得意分野である産業用機器分野を中心とした需要の低迷が大きく影響し、厳しい対応を余儀なくさ
れました。 
利益面については、経費の見直しを行うなど、出費を極力抑えるべく鋭意取り組んでまいりました。そ

の結果、前年同期に対しては、売上げ減少による影響が大きく、大幅に下回りました。 
この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高が35億５千８百万円(前年同期比38.3％減)、営

業損失が１億８千３百万円(前年同期は営業利益３千万円)、経常損失が１億８千１百万円(前年同期は経
常利益７千万円)、四半期純損失が１億８千７百万円(前年同期は四半期純利益２千２百万円)となりまし
た。 
  

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）  
主力のＩＣ・半導体においては、商権の拡大により通信インフラ向けが大きく伸長し、新たな売上げと

して寄与しました。また、大型の薄型テレビや防犯カメラ、セットトップボックス向けが比較的貢献した
ほか、パソコン用ＤＶＤドライブやデジタル一眼レフカメラ向けも、堅実な伸びを記録しました。しかし
ながら、市場環境の急速な悪化にひとまずブレーキがかかったものの、半導体製造装置や検査装置をはじ
めとする一般産業用機器向けを中心に、幅広い分野で需要の本格的回復に至らなかったため、当第１四半
期連結会計期間の売上高は29億２千４百万円（前年同期比41.1％減）となりました。 
電子部品においては、注力分野のディスプレイ関連において、新たに立ち上がった携帯電話向けモジュ

ールビジネスが売上げに大きく貢献しました。また、リチウム電池は、官公庁向けが地震関連機器向けの
減少を補う形となったほか、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、従来の売上げに大きく貢献してきた航空機内用エンターテイメン
ト設備向け電源が前年同期を大幅に下回りました結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は３億７千５
百万円（前年同期比18.8％減）となりました。 
電子機器においては、設備投資の抑制が続く中で、産業用機器向けが大きく落ち込んだものの、前期か

ら続く通信機器向け開発案件が量産化されたことに加え、新規ビジネスとなる医療機器向けが寄与しまし
た。その結果、減収幅は他の品目に比べ小幅にとどまり、当第１四半期連結会計期間の売上高は２億４百
万円（前年同期比2.9％減）となりました。 
この結果、同販売事業における当第１四半期連結会計期間の売上高は35億４百万円（前年同期比37.9％

減）、営業損失は１億８千１百万円（前年同期は営業利益５千４百万円）となりました。 
  
（半導体素子等検査事業） 
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、平成21年

５月14日付で公表いたしましたとおり、今後は主力の半導体素子等販売事業に経営資源を集中することと
して、同検査事業からの撤退を決定しております。現在は、事業撤退のタイミングを見計らいながら、各
取引先への影響に配慮しつつ、検査受託ビジネスを継続しております。 
この結果、同検査事業における当第１四半期連結会計期間の売上高は５千４百万円（前年同期比59.0％

減）、営業損失は２百万円（前年同期は営業損失２千４百万円）となりました。 
  

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
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は133億８千９百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億３
千６百万円減少しました。このうち、流動資産は１億９千１百万円減少の113億２千４百万円、固定資
産は５千５百万円増加の20億６千４百万円でした。流動資産の減少は主として、商品及び製品の減少に
よるもので、固定資産の増加は主として、時価評価により投資有価証券が増加したことによるものであ
ります。 
総負債は43億９千万円であり、前連結会計年度末に比べ１億９千７百万円増加しました。総負債の増

加は主として、買掛金の増加によるものであります。 
純資産は、89億９千９百万円であり、前連結会計年度末に比べ３億３千３百万円減少しました。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67.2%と、前連結会計年度末に比べ1.8％減少しました。 
  

（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・フローは、当第１四半期連結会計期間は４億２千８百万円(前第１四半

期連結会計期間：６億６千８百万円)であります。これは主として、税金等調整前四半期純損失が１億
８千４百万円(前第１四半期連結会計期間：６千１百万円の税金等調整前四半期純利益)となり、たな卸
資産が３億９千９百万円の減少、未収入金が１億７千６百万円の減少となったこと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） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間は３百万円(前第１四半期連結会

計期間：２百万円)であります。これは主として、有形・無形固定資産の取得による支出１千１百万
円、投資有価証券の売却による収入１千７百万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） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間は△３千４百万円(前第１四半期

連結会計期間：△２億２千１百万円)であります。これは主として、配当金の支払額１億３千４百万
円、長期借入金による収入１億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当第１四半期連結会計期間末残高は、現金及び現金同等物に係る

換算差額△７百万円を加味し、前連結会計年度末から、３億９千万円増加し、38億６千７百万円となり
ました。 

  

今後の見通しについては、在庫調整の一巡に加え、輸出も中国をはじめアジア向け需要の回復が目立ち
始めたほか、エコカー減税やエコポイント制の実施など、政府の消費喚起策の効果も個人消費の一部に波
及するなど、景気は底を打ったとの見方が広がっております。しかしながら、景気の先行きにはなお不安
材料も多く、底ばい状態が長く続くものと予測しております。  
 当企業集団を取り巻く環境も、受注は一時期に比べ増えているほか、中国等の新興国向け需要が更に盛
り上がるとの期待があるものの、世界景気の先行きに依然不透明感が強く、加えて、収益環境の悪化を背
景に、各企業とも固定費圧縮のため設備投資を抑える姿勢を強めているとともに、最終需要家等が半導体
等の発注で慎重姿勢を維持しているため、半導体需要が景気後退以前の水準に戻るまでには相当の時間を
要するものと認識しており、引き続き厳しい対応を余儀なくされるものと思われますが、平成21年５月14
日付で公表いたしました平成22年３月期の業績予想に変更はありません。 
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。 
なお、平成21年７月14日付で公表いたしましたとおり、同日開催の当社取締役会で、株式会社ハイレル

の当社以外の株主が保有する株式をすべて取得し、完全子会社化することを決定いたしました。当連結会
計年度（平成22年３月期）の業績への影響については、見込まれるシナジー効果等をふまえ、現在精査中
であり、その影響が明らかになり次第、直ちに公表いたします。 

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債及び資本の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

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：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 2,867,344 2,677,114

受取手形及び売掛金 4,069,653 4,040,575

有価証券 1,000,000 800,000

商品及び製品 2,207,062 2,604,906

仕掛品 26,792 27,261

原材料及び貯蔵品 28,946 30,763

未収入金 671,061 847,717

その他 486,552 519,960

貸倒引当金 △32,552 △31,472

流動資産合計 11,324,861 11,516,827

固定資産   

有形固定資産 798,560 802,683

無形固定資産 113,681 123,865

投資その他の資産   

その他 1,199,402 1,129,743

貸倒引当金 △46,915 △47,508

投資その他の資産合計 1,152,487 1,082,235

固定資産合計 2,064,729 2,008,784

資産合計 13,389,591 13,525,611
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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   

買掛金 1,292,591 1,044,042

短期借入金 796,010 798,230

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 4,898 299

その他 651,240 779,363

流動負債合計 2,844,739 2,721,935

固定負債   

長期借入金 700,000 600,000

退職給付引当金 443,854 438,197

役員退職慰労引当金 168,815 169,363

その他 233,152 263,801

固定負債合計 1,545,822 1,471,362

負債合計 4,390,562 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 6,237,337 6,618,936

自己株式 △126,938 △126,938

株主資本合計 8,608,364 8,989,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 429,496 376,800

為替換算調整勘定 △38,831 △34,450

評価・換算差額等合計 390,664 342,349

純資産合計 8,999,028 9,332,313

負債純資産合計 13,389,591 13,525,611
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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)

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 5,772,561 3,558,971

売上原価 4,785,200 2,962,663

売上総利益 987,360 596,308

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 339,701 319,623

従業員賞与 87,621 61,207

役員賞与引当金繰入額 1,500 －

退職給付引当金繰入額 41,008 10,177

役員退職慰労引当金繰入額 1,671 1,103

その他 485,758 387,871

販売費及び一般管理費合計 957,260 779,982

営業利益又は営業損失（△） 30,100 △183,674

営業外収益   

受取利息 3,233 1,923

受取配当金 24,460 20,048

為替差益 23,158 －

その他 3,868 4,021

営業外収益合計 54,721 25,993

営業外費用   

支払利息 5,855 5,179

手形売却損 2,306 －

支払補償費 － 8,640

支払手数料 2,485 3,596

為替差損 － 3,490

その他 3,502 3,268

営業外費用合計 14,149 24,174

経常利益又は経常損失（△） 70,672 △181,855

特別利益   

貸倒引当金戻入額 250 613

投資有価証券売却益 13,028 －

特別利益合計 13,278 613

特別損失   

固定資産売却損 － 33

固定資産除却損 213 10

投資有価証券売却損 － 2,282

投資有価証券評価損 － 490

減損損失 22,000 －

その他 493 －

特別損失合計 22,706 2,816

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

61,244 △184,058

法人税、住民税及び事業税 110,554 3,584

法人税等調整額 △71,779 258

法人税等合計 38,775 3,843

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,469 △187,902
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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)

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

61,244 △184,058

減価償却費 48,759 23,244

減損損失 22,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △561 486

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,121 5,657

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,566 △547

受取利息及び受取配当金 △27,694 △21,972

支払利息 5,855 5,179

為替差損益（△は益） 4,131 4,272

投資有価証券売却損益（△は益） △12,534 2,282

売上債権の増減額（△は増加） 168,370 △32,618

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,800 399,805

未収入金の増減額（△は増加） 141,733 176,643

仕入債務の増減額（△は減少） 183,371 253,231

その他 118,626 △215,478

小計 657,689 416,126

利息及び配当金の受取額 27,633 20,313

利息の支払額 △4,774 △4,605

法人税等の支払額 △11,710 △3,358

営業活動によるキャッシュ・フロー 668,838 428,475

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 △11,281 △5,531

無形固定資産の取得による支出 － △5,673

投資有価証券の取得による支出 △3,288 △2,606

投資有価証券の売却による収入 17,616 17,670

その他 △87 △602

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,959 3,255

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） △100,000 －

長期借入れによる収入 － 100,000

配当金の支払額 △121,968 △134,349

財務活動によるキャッシュ・フロー △221,968 △34,349

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,156 △7,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 459,985 390,229

現金及び現金同等物の期首残高 2,608,791 3,477,114

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,068,776 3,867,344
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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(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(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 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 

  「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）を当第１四半期連結累計

期間から適用し、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。 

   これにより、半導体素子等販売事業の営業利益が15,328千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 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 

  

(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）

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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,640,525 132,035 5,772,561 ― 5,772,561

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 1,938 1,938 (1,938) ─

計 5,640,525 133,973 5,774,499 (1,938) 5,772,561

営業利益又は営業損失(△) 54,333 △24,233 30,100 ─ 30,100

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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,504,775 54,196 3,558,971 ― 3,558,971

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 429 429 (429) ─

計 3,504,775 54,626 3,559,401 (429) 3,558,971

営業損失(△) △181,432 △2,242 △183,674 ─ △183,674
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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)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) 

  
全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の売上高の割合が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。 

  

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。 

  

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、台湾、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。 

  

該当事項はありません。 

  

（所在地別セグメント情報）

（海外売上高）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 732,990 20,351 753,341

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 5,772,561

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.7 0.4 13.1

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 457,304 2,883 460,187

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 3,558,971

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.8 0.1 12.9

(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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(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。 

6. その他の情報

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称

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(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 ─ ─ ─ ─

電子部品 ─ ─ ─ ─

電子機器 56,236 100.0 28,181 100.0

合計 56,236 100.0 28,181 100.0

半導体素子等検査事業 ─ ─ ─ ─

合計 56,236 100.0 28,181 100.0

(2) 受注状況

事業の種類別セグメントの名称

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)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高 
(千円)

受注残高  
(千円)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 5,065,538 3,203,979 3,128,728 1,813,754

電子部品 293,590 361,233 301,962 266,403

電子機器 231,049 229,421 289,693 200,071

合計 5,590,177 3,794,633 3,720,384 2,280,228

半導体素子等検査事業 132,035 ─ 54,196 ─

合計 5,722,213 3,794,633 3,774,581 2,280,228

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称

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(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

半導体素子等 
販売事業

ＩＣ・半導体 4,967,503 86.1 2,924,709 82.2

電子部品 462,447 8.0 375,651 10.6

電子機器 210,575 3.6 204,414 5.7

合計 5,640,525 97.7 3,504,775 98.5

半導体素子等検査事業 132,035 2.3 54,196 1.5

合計 5,772,561 100.0 3,558,971 100.0
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