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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 41,112 △23.9 588 △30.5 507 △48.2 131 △49.1

21年3月期第1四半期 54,015 ― 845 ― 980 ― 258 ―

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 11.70 ―

21年3月期第1四半期 23.00 ―

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 61,860 26,797 42.1 2,314.50
21年3月期 47,466 26,719 54.7 2,307.49

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  26,032百万円 21年3月期  25,953百万円

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 ― 35.00 35.00

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

82,000 △26.3 850 △59.9 780 △62.6 350 △62.0 31.11

通期 155,000 △17.2 1,130 △62.4 1,200 △35.0 740 203.8 65.79



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」をご参照ください。 

(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22年３月期第２四半期連結累計期間及び第２四半期累計期間の業績予想の詳細は、平成21年８月６日に公表いたしました「業績予想の修正に関
するお知らせ」をご参照ください。 
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 11,276,944株 21年3月期  11,276,944株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  29,494株 21年3月期  29,379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 11,247,503株 21年3月期第1四半期 11,247,899株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の金融危機に端を発した世界経済の急速な悪化の影

響を受け、政府による財政出動等の景気刺激策による持ち直しの動きはあるものの、依然として景気の不透明感が続

いております。 

当社グループの属するエレクトロニクス業界におきましても、在庫調整の一巡により、薄型テレビ、デジタルカメ

ラ等をはじめとする民生機器の生産に回復の兆しが見えてきましたが、年間を通じた本格的な需要の立ち上がりはま

だ見えておらず、先行きは予断を許さない状況にあります。 

このような経済状況の下、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の主力事業である半導体及び電

子部品の販売事業は、比較的安定した高級デジタルカメラ用電子部品の需要に支えられ、底堅く推移しました。 

一方、システム機器事業においては、パソコン購買需要の低価格製品へのシフトにより、高付加価値機能である

FeliCa機能搭載機種の販売が減少し、また、半導体・電子部品の信頼性試験、環境物質分析サービスにおける試験数

が減少したことにより、売上高が伸び悩みました。 

以上の結果、当社グループの売上高は、411 億 12 百万円（前年同期比 23.9％減）、営業利益は ５ 億 88 百万

円（前年同期比 30.5％減）、経常利益は ５ 億 ７ 百万円（前年同期比 48.2％減）、四半期純利益は           

１ 億 31 百万円（前年同期比 49.1％減）となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、主として売上高の増加により、総資産が前連結会計年度末と比較して 

143 億 94 百万円増加し、618 億 60 百万円となりました。また純資産は、剰余金の配当があったものの、四半期純

利益の計上等により前連結会計年度末と比較して 77 百万円増加し、267 億 97 百万円となり、自己資本比率は

42.1％ となりました。 

（連結キャッシュ・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 85 億 ６ 百万円となり、

前連結会計年度末より 19 億 12 百万円増加いたしました。 

 各活動別のキャッシュフローの状況については次のとおりであります。  

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動の結果獲得した資金は、13 億 44 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益      

 （５ 億 ７ 百万円）、売上債権の増加（133 億 88 百万円）、仕入債務の増加（136 億 22 百万円）、 

  たな卸資産の減少（14 億 72 百万円）及び法人税等の支払額（２ 億 13 百万円）によるものであります。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動の結果増加した資金は、３ 億 １ 百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入   

 （６億円）及び預入による支出（３億円）によるものであります。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動の結果得られた資金は 62 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額        

  （４ 億 65 百万円）及び配当金の支払（３ 億 93 百万円）によるものであります。   

  

 最近の経営環境等を勘案し、上半期の業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月14日発表の、連結業績予想

（平成22年３月期第２四半期連結累計期間）及び個別業績予想（平成22年３月期第２四半期累計期間）を修正いたし

ました。詳細は本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  なお、平成22年３月期の通期業績見通し（連結・個別）につきましては変更はございません。  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません  

  

（簡便な会計処理の適用） 

  ①たな卸資産の評価方法 

   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定しております。 

  ②固定資産の減価償却費の算定方法 

   固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積もりを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分し

  て算定しております。なお、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

  間按分して算出する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

 税金費用の計算  

   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 

 を合理的に見積もり、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。  

  

 該当事項はありません。  

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：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 9,306 7,694

受取手形及び売掛金 37,958 24,531

商品及び製品 8,892 10,302

仕掛品 267 190

原材料及び貯蔵品 238 338

その他 1,472 908

貸倒引当金 － △5

流動資産合計 58,138 43,959

固定資産   

有形固定資産 717 748

無形固定資産 30 30

投資その他の資産   

投資有価証券 2,279 1,881

その他 731 882

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 2,975 2,727

固定資産合計 3,722 3,506

資産合計 61,860 47,466

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,495 13,843

短期借入金 5,788 5,295

未払法人税等 534 374

賞与引当金 268 179

役員賞与引当金 3 14

その他 640 656

流動負債合計 34,729 20,365

固定負債   

退職給付引当金 240 245

役員退職慰労引当金 79 115

負ののれん 2 2

その他 11 18

固定負債合計 334 381

負債合計 35,063 20,746



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,184 3,184

資本剰余金 3,770 3,770

利益剰余金 19,676 19,938

自己株式 △37 △37

株主資本合計 26,594 26,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 209 △28

繰延ヘッジ損益 △0 △2

為替換算調整勘定 △770 △872

評価・換算差額等合計 △562 △902

少数株主持分 764 766

純資産合計 26,797 26,719

負債純資産合計 61,860 47,466



（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 54,015 41,112

売上原価 51,596 39,173

売上総利益 2,419 1,939

販売費及び一般管理費 1,573 1,351

営業利益 845 588

営業外収益   

受取利息 23 14

仕入割引 45 14

持分法による投資利益 － 14

為替差益 100 －

その他 64 21

営業外収益合計 233 65

営業外費用   

支払利息 43 12

売掛金譲渡損 31 15

為替差損 － 116

持分法による投資損失 20 －

その他 4 0

営業外費用合計 99 145

経常利益 980 507

特別利益   

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

投資有価証券評価損 75 －

固定資産売却損 － 0

特別損失合計 75 0

税金等調整前四半期純利益 907 507

法人税等 617 369

少数株主利益 30 5

四半期純利益 258 131



（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 907 507

減価償却費 47 50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42 △35

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38 △5

売上債権の増減額（△は増加） 3,353 △13,388

たな卸資産の増減額（△は増加） 902 1,472

仕入債務の増減額（△は減少） △6,352 13,622

その他 △97 △670

小計 △1,315 1,545

利息及び配当金の受取額 34 25

利息の支払額 △43 △12

法人税等の支払額 △720 △213

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,044 1,344

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 △48 △14

有形固定資産の売却による収入 3 0

投資有価証券の取得による支出 △81 △1

定期預金の預入による支出 △350 △300

定期預金の払戻による収入 1,200 600

その他 △7 16

投資活動によるキャッシュ・フロー 716 301

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） 469 465

配当金の支払額 △393 △393

少数株主への配当金の支払額 △16 △8

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 58 62

現金及び現金同等物に係る換算差額 △101 203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,371 1,912

現金及び現金同等物の期首残高 9,377 6,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,006 8,506



 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） 

 当社グループの事業区分の方法は、「半導体及び電子部品」及び「産業電子機器及び伝送端末機器」に区別

しておりますが、当第１四半期連結累計期間につきましては、「半導体及び電子部品」にかかる連結売上高及

び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％

を超えているため、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。 

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区分の方法は、「半導体及び電子部品」及び「産業電子機器及び伝送端末機器」に区別

しておりますが、当第１四半期連結累計期間につきましては、「半導体及び電子部品」にかかる連結売上高及

び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％

を超えているため、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。 

       (1) 東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等 

       (2) 北米……………米国 

    ３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本

で 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）  

  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

った場合に比べて、営業利益が、東南アジアで 19 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。 

(1) 東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等 

(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） 東南アジア
（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  36,026  17,581  407  54,015  －  54,015

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,679  8,172  －  12,851  (12,851)  －

     計  40,705  25,753  407  66,866  (12,851)  54,015

営業利益又は営業損失（△）  784  203  △16  971  (125)  845

  日本（百万円） 東南アジア
（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  29,640  11,300  171  41,112  －  41,112

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,660  9,922  －  12,582  (12,582)  －

     計  32,300  21,222  171  53,695  (12,582)  41,112

営業利益又は営業損失（△）  474  271  △14  731  (143)  588



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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等 

(2)北米……………米国 

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。 

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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)東南アジア……シンガポール、香港、台湾、韓国、中国等 

(2)北米……………米国 

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。 

   

〔海外売上高〕

  東南アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  30,668  410  31,079

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  54,015

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 56.8  0.8  57.5

  東南アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  25,362  171  25,533

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  41,112

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 61.7  0.4  62.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



    生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績  

（単位：百万円） 

  

（２）商品仕入実績 

（単位：百万円） 

  

（３）受注状況 

（単位：百万円） 

  

（４）販売実績 

（単位：百万円） 

  

  

６．その他の情報

 事業部門の名称 

 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） 

 前連結会計年度  

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

 産業電子機器及び伝送端末機器等 

 システム機器事業 
863  481 2,823 

 合計 863  481 2,823 

 事業部門の名称 

 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） 

 前連結会計年度  

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

 半導体及び電子部品等コンポーネ 

 ント事業 
50,069  36,886 172,030 

 合計 50,069  36,886 172,030 

 事業部門の名称  前連結会計年度末受注残高  受注高   受注残高 

 半導体及び電子部品等コンポーネ 

 ント事業     
12,596  43,105 15,070 

 産業電子機器及び伝送端末機器等 

 システム機器事業 
308  545 373 

 合計 12,904  43,650  15,443 

 事業部門の名称 

 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） 

 前連結会計年度  

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

 半導体及び電子部品等コンポーネ 

 ント事業     
53,152  40,631 184,297 

 産業電子機器及び伝送端末機器等 

 システム機器事業 
863  481 2,823  

 合計 54,015  41,112 187,121 
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