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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 4,436 △40.6 △167 ― △164 ― △114 ―

21年3月期第1四半期 7,466 ― 87 ― 123 ― 40 ―

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 △11.99 ―

21年3月期第1四半期 4.28 ―

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 19,521 11,348 58.1 1,192.28
21年3月期 20,439 11,395 55.8 1,197.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,348百万円 21年3月期  11,395百万円

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 ― 6.50 ― 3.50 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

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

11,500 △27.2 △115 ― △115 ― △120 ― △12.61

通期 25,600 △9.6 110 △45.4 100 △52.1 50 △31.9 5.25



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） 

(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 

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 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 9,969,297株 21年3月期  9,969,297株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  451,156株 21年3月期  451,032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 9,518,169株 21年3月期第1四半期 9,518,881株



当第１四半期におけるわが国経済は、大幅に悪化した景気の下げ止まり感はあるものの、厳しい収益状況などを

背景に企業の設備投資は大幅に減少しました。また、先行きも依然不透明な状況であり、今後の景気動向は予断を

許さない状況にあります。このような状況の中、三新（新商品の開発、新市場の開拓、新規顧客の獲得）並びに経

費削減に注力し、顧客満足度の向上に取り組んでまいりましたが、当第１四半期の売上高は44億36百万円（前年同

期比40.6％減）、営業損失は１億67百万円（前年同期は87百万円の営業利益）、経常損失１億64百万円（前年同期

は１億23百万円の経常利益）、四半期純損失１億14百万円（前年同期は40百万円の四半期純利益）となり、売上

高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前年同期を大幅に下回る結果となりました。 

  

（1）電子デバイス部門 

半導体は、市況の悪化により自動車、FA関連で大幅な生産調整・在庫調整が継続しており受注・売上の低迷が続

きました。パワーデバイスについても、電源用、空調機器向けセンサーともに景気後退による産業界の設備投資縮

小の影響を受け、国内、海外とも売上は減少しました。電子部品はデジタルカメラ、ヘッドホン向けスイッチは好

調に推移しました。しかし、通信機器、アミューズメント関連機器向けスイッチ・ボリュームは顧客の在庫調整に

より大幅に減少しました。その結果、売上高は19億70百万円（前年同期比48.7％減）となりました。 

（2）情報機器部門 

電子機器関連では、企業向けの3.5インチHDDは半導体同様に設備投資抑制により大幅に減少しました。また、2.5

インチHDDは、コンシューマー市場向けの価格競争が激化し大きく減少しました。海外製3.5インチHDDは、AV機器向

けに継続参入は出来ましたが、複数ベンダーでの採用が継続され当初の予算を半減する状況となりました。組込ビ

ジネス向けのPC/サーバにおいては、新規商談も増え好調に推移しました。サプライ関連では、金融、製造向けは景

気低迷の影響を受け減少しましたが通販向けが大幅に伸長し、食品流通向けは比較的堅調に推移しました。また、

医療関連では新規顧客の獲得により好調に推移しました。オフィスビジネスにおいては、移転に伴うオフィスのリ

ニューアル、災害対策用品商談の獲得により好調に推移しました。その結果、売上高は22億30百万円（前年同期比

28.7％減）となりました。 

（3）プロダクト部門 

EMSビジネスは、産業用PCのキッティング関連は厳しい状況で推移しましたが、サーバのキッティング並びにその

他のEMSビジネスにおいては堅調に推移しました。カラオケ関連製品は、昨年に引き続き市況悪化による生産調整を

受け低迷しました。自社製品では、マイコンの学習用ボード「bits pot」は、海外(欧米)で企業向け、国内で教育

関連向けに動き出しました。また、従業員呼び出し機(ピコル)につきましてはカスタム対応を推進し、工場向けの

生産性向上アイテムとして新規市場の開拓をしました。開発部門も市況の悪化の影響を受け、開発受託ビジネスに

ついては、社外への発注の抑制、新規開発の見直し等により厳しい状況で推移しました。その結果、売上高は２億

35百万円（前年同期比52.5％減）となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9億17百万円減少し、195億21百万円となりました。この主

な要因は、現金及び預金の増加、売上債権の減少等によるものであります。純資産は113億48百万円となり、前連結

会計年度末に比べ46百万円の減少となりました。これらの結果、自己資本比率は58.1％と前連結会計年度末に比べ

2.3％増加となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は12億45百万円（前年同期は1億56百万円の獲得）となりました。これは主に売上債

権の減少18億90百万円、仕入債務の減少6億5百万円等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） 

投資活動の結果得られた資金は3億97百万円（前年同期は4百万円の使用）となりました。これは主に定期預金の

払戻による収入6億円、投資有価証券取得による支出2億12百万円等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） 

財務活動の結果使用した資金は2億79百万円（前年同期は2億15百万円の使用）となりました。これは主に借入金

の返済2億50百万円、配当金の支払28百万円等によるものであります。 

連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました業績予想から変更はございません。 

  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

当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しております。 

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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用しております。 

 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：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 6,948,064 5,594,038

受取手形及び売掛金 6,545,925 8,443,686

たな卸資産 1,907,701 2,007,568

その他 231,569 221,424

貸倒引当金 △2,300 △8,374

流動資産合計 15,630,959 16,258,343

固定資産   

有形固定資産 1,793,431 1,798,418

無形固定資産 79,313 84,451

投資その他の資産   

投資有価証券 928,974 592,921

その他 1,116,409 1,733,102

貸倒引当金 △27,728 △28,182

投資その他の資産合計 2,017,655 2,297,841

固定資産合計 3,890,400 4,180,710

資産合計 19,521,359 20,439,054

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,859,911 4,475,950

短期借入金 2,922,874 3,174,463

賞与引当金 63,297 148,770

その他 280,049 195,334

流動負債合計 7,126,132 7,994,519

固定負債   

退職給付引当金 981,784 961,668

役員退職慰労引当金 53,010 75,005

その他 12,147 12,650

固定負債合計 1,046,942 1,049,325

負債合計 8,173,074 9,043,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,852,717 2,852,717

資本剰余金 3,205,863 3,205,863

利益剰余金 5,405,487 5,552,964

自己株式 △163,229 △163,200

株主資本合計 11,300,839 11,448,346

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,181 △26,753

為替換算調整勘定 △32,736 △26,383

評価・換算差額等合計 47,445 △53,136

純資産合計 11,348,285 11,395,209

負債純資産合計 19,521,359 20,439,054



（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 7,466,795 4,436,386

売上原価 6,726,718 4,029,613

売上総利益 740,077 406,773

販売費及び一般管理費 652,388 574,295

営業利益又は営業損失（△） 87,688 △167,521

営業外収益   

受取利息 3,844 2,923

受取配当金 14,794 8,391

仕入割引 1,048 489

為替差益 28,134 －

その他 1,513 6,023

営業外収益合計 49,335 17,827

営業外費用   

支払利息 13,424 10,715

為替差損 － 3,762

その他 150 395

営業外費用合計 13,574 14,873

経常利益又は経常損失（△） 123,449 △164,567

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 6,073

特別利益合計 － 6,073

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（△）

123,449 △158,494

法人税等 82,667 △44,331

四半期純利益又は四半期純損失（△） 40,781 △114,163



（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（△）

123,449 △158,494

減価償却費 7,789 7,211

のれん償却額 3,234 3,234

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △6,527

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,194 △85,472

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,725 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,299 20,115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,863 △21,995

受取利息及び受取配当金 △18,639 △11,314

支払利息 13,424 10,715

為替差損益（△は益） △21,394 3,363

その他の営業外損益（△は益） △2,411 △6,117

売上債権の増減額（△は増加） 640,699 1,890,060

たな卸資産の増減額（△は増加） △248,197 94,492

仕入債務の増減額（△は減少） △260,466 △605,364

その他 89,421 107,971

小計 259,152 1,241,878

利息及び配当金の受取額 17,539 8,560

利息の支払額 △2,379 △5,584

法人税等の支払額 △120,014 △2,848

その他の収入 2,411 3,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,709 1,245,043

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 600,000

有形固定資産の取得による支出 △1,191 △777

投資有価証券の取得による支出 △5,308 △212,997

投資有価証券の売却による収入 20,000 －

子会社株式の取得による支出 △5,481 －

貸付けによる支出 △13,000 －

貸付金の回収による収入 711 1,005

その他 △377 9,849

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,646 397,080

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 － △250,000

自己株式の取得による支出 △155,308 △28

配当金の支払額 △59,752 △28,567

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △696

少数株主への配当金の支払額 △630 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,690 △279,292

現金及び現金同等物に係る換算差額 40,913 △8,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,713 1,354,025

現金及び現金同等物の期首残高 6,470,400 5,589,013

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,447,687 6,943,038



 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）  

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービス

の提供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っており、単一の事業活動を営んでおりますので、その記

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４月１日 至 平成21年６月30日）  

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービス

の提供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っており、単一の事業活動を営んでおりますので、その記

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) 

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又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

（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

（千円） 
アジア
（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  6,407,400  1,059,394  7,466,795  －  7,466,795

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 365,632  89  365,722  (365,722)  －

計  6,773,033  1,059,484  7,832,518  (365,722)  7,466,795

営業利益  79,242  13,362  92,604  (4,916)  87,688

  
日本

（千円） 
アジア
（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  3,822,013  614,372  4,436,386  －  4,436,386

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 110,047  250  110,298  (110,298)  －

計  3,932,060  614,623  4,546,684  (110,298)  4,436,386

営業損失（△）  △171,009  △2,996  △174,005  6,483  △167,521



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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール、香港、中国 

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。 

該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,104,540  1,104,540

Ⅱ 連結売上高（千円）    7,466,795

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 14.8  14.8

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  649,654  649,654

Ⅱ 連結売上高（千円）    4,436,386

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 14.6  14.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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