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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 17,514 △37.6 △119 ― △187 ― △166 ―

21年3月期第1四半期 28,050 ― 51 ― 145 ― 27 ―

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 △23.23 ―

21年3月期第1四半期 3.81 ―

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 27,283 8,974 31.8 1,212.09
21年3月期 30,639 9,175 29.1 1,248.89

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,664百万円 21年3月期  8,927百万円

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 ― 15.00 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

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

39,000 △31.7 310 △62.8 250 △66.4 30 △90.6 4.20

通期 92,000 △11.5 1,200 △21.7 1,020 2.8 430 2.2 60.16
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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  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） 

（注）詳細は５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

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。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、５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 有

② ①以外の変更 有

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  7,148,400株 21年3月期  7,148,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  337株 21年3月期  337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  7,148,063株 21年3月期第1四半期  7,148,119株
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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 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋口以降の急激な悪化から、一部に底入れの兆候が見え

始めたものの、企業収益の悪化により設備投資の水準は依然として低く、雇用調整や所得の減少に伴い個人消費は

低調に推移し、景気は未だ本格的回復に至っておりません。 

 当社グループが関連しておりますエレクトロニクス業界におきましては、エコポイント導入の影響がエアコンや

冷蔵庫、地上デジタル放送対応テレビにみられましたが、デジタル関連製品への影響はごく一部に留まり、電子部

品の需要は依然、低迷を脱しておりません。当社グループにおきましても、市場の低迷を受けて販売が低調に推移

いたしました。これらの状況に対処すべく、希望退職者募集による人員削減等、販売費及び一般管理費の削減に注

力いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は175億14百万円（前年同期比37.6％減）、営業損失は１億19百

万円（前年同期は営業利益51百万円）、経常損失は１億87百万円（前年同期は経常利益１億45百万円）となりまし

た。四半期純損失は１億66百万円（前年同期は四半期純利益27百万円）となりました。  

事業のセグメント別の業績は、次のとおりであります。 

・電子部品販売事業 

 電子部品販売事業におきましては、デジタルスチルカメラ及び携帯電話向けを中心に販売が減少いたしました。

特に、携帯電話向けイメージセンサー及び液晶パネル、デジタルスチルカメラ向けイメージセンサーの販売が減少

したほか、マイコンをはじめとした海外製半導体につきましても低調に推移いたしました。 

 以上の結果、売上高は143億33百万円（前年同期比40.1％減）、営業利益は２億59百万円（前年同期比33.0％

減）となりました。 

・電子機器販売事業 

 電子機器販売事業におきましては、企業業績の低迷により設備投資が抑制され、当社グループの販売も低調に終

わりました。特にイメージセンシングビジネスにつきましては、国内の装置向け産業用カメラの販売が大幅に減少

いたしました。 

 以上の結果、売上高は31億81百万円（前年同期比22.7％減）、営業損失は２億18百万円（前年同期は営業損失１

億40百万円）となりました。 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

・日本 

 日本におきましては、イメージセンサーの販売が携帯電話及びデジタルスチルカメラ向けに大幅に減少いたしま

した。海外製半導体につきましても、デジタルスチルカメラ向けや薄型テレビ向けの販売が減衰いたしました。ま

た、放送機器及び企業向けAV 機器の販売、ならびにイメージセンシングビジネスにつきましても、企業の投資抑

制の影響から低調に推移いたしました。 

 以上の結果、売上高は148億53百万円（前年同期比38.8％減）、営業利益は20百万円（前年同期比90.8％減）と

なりました。 

・アジア 

 アジアにおきましては、ポータブルDVD向け液晶パネル、デジタルスチルカメラ向けバッテリー及び海外半導

体、カーオーディオ向け光学ピックアップ商品の減少により、販売が大幅に減少いたしました。 

 以上の結果、売上高は41億52百万円（前年同期比44.6％減）、営業利益は17百万円（前年同期比45.6％減）とな

りました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）財務状態の分析 

 ①流動資産 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、260億４百万円（前連結会計年度末は294億12百万

円）となり、34億８百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少（192億54百万円から164

億94百万円へ27億60百万円減）と現金及び預金の減少（59億26百万円から55億23百万円へ４億２百万円減）及び

その他流動資産減少（18億90百万円から14億14百万円へ４億76百万円減）が、たな卸資産の増加（23億79百万円

から26億４百万円へ２億24百万円増）により一部相殺されたことによるものであります。その他流動資産の減少

は主に、未収入金が減少したことによるものであります。 

 ②固定資産 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、12億78百万円（前連結会計年度末は12億26百万円）

となり、51百万円増加いたしました。これは、有形固定資産の増加（３億49百万円から３億51百万円へ１百万円

増）、無形固定資産の増加（２億21百万円から２億38百万円へ16百万円増）及び投資その他の資産の増加（６億

55百万円から６億87百万円へ32百万円増）したことによるものであります。なお、投資その他の資産の増加は、

主に市場性のある投資有価証券の時価評価によるものであります。 

 ③流動負債 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は137億92百万円（前連結会計年度末は167億99百万円）

となり、30億７百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少（134億６百万円から115億58

百万円へ18億47百万円減）及び短期借入金の減少（11億58百万円から４億22百万円へ7億35百万円減）によるも

のであります。 

 ④固定負債 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、45億16百万円（前連結会計年度末は46億64百万円）

となり、１億48百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金の減少（41億69百万円から40億61百万円へ１

億７百万円減）によるものであります。 

 ⑤純資産 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、89億74百万円（前連結会計年度末は91億75百万円）と

なり、２億１百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金の減少（62億33百万円から59億60百万円へ２億

73百万円減）によるものであります。 

（2）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キャッシュ・フロー計算書の概要は以下のとおりであります。 

 現金及び現金同等物の期末残高       49億63百万円（前連結会計年度末比４億37百万円減） 

 営業活動によるキャッシュ・フロー     ６億79百万円 

 投資活動によるキャッシュ・フロー      △５百万円 

 財務活動によるキャッシュ・フロー    △11億89百万円 

 現金及び現金同等物に係る換算差額       77百万円 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、売上債権の減少29億３百万円が、仕入債務の減少20億80百万円及

び税金等調整前四半期純損失3億21百万円により一部相殺され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・フローは、主に、有形固定資産の取得による支出５百万円によるものであります。

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に、配当金の支払１億７百万円、短期借入金の純減額７億58百万円及

び長期借入金の純減額２億56百万円によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績は、前年同期を大きく下回るものの、概ね期初の予想通りに推移いたしました。

一部に景気回復の兆しがあるものの、その勢いは極めて弱く、価格下落や競争激化が続いており、今後の当社グルー

プを取り巻く経営環境につきましては、予断を許さない状況が続くものと思われます。これらの事業環境の変化が当

社グループ業績へ影響を及ぼす可能性もありますが、現時点では平成21年５月14日発表の第２四半期連結累計期間及

び通期の業績予想を据え置くものといたします。 

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） 

 該当事項はありません。 

（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 

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②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は、一部の連結子会社において実地棚卸を省略し、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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

（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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更につきましては、14ページ「四半期

財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」をご参照ください。 
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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：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 5,523 5,926

受取手形及び売掛金 16,494 19,254

商品及び製品 2,434 2,125

仕掛品 156 239

原材料及び貯蔵品 14 14

その他 1,414 1,890

貸倒引当金 △32 △38

流動資産合計 26,004 29,412

固定資産   

有形固定資産 ※1  351 ※1  349

無形固定資産 238 221

投資その他の資産   

その他 741 709

貸倒引当金 △53 △54

投資その他の資産合計 687 655

固定資産合計 1,278 1,226

資産合計 27,283 30,639

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,558 13,406

短期借入金 422 1,158

1年内返済予定の長期借入金 789 938

未払法人税等 68 179

賞与引当金 75 229

役員賞与引当金 5 9

子会社整理損失引当金 1 4

その他 869 871

流動負債合計 13,792 16,799

固定負債   

長期借入金 4,061 4,169

退職給付引当金 242 245

役員退職慰労引当金 103 108

その他 109 142

固定負債合計 4,516 4,664

負債合計 18,308 21,464
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（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 1,433 1,433

資本剰余金 1,571 1,571

利益剰余金 5,960 6,233

自己株式 △0 △0

株主資本合計 8,965 9,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42 21

為替換算調整勘定 △344 △333

評価・換算差額等合計 △301 △311

少数株主持分 310 248

純資産合計 8,974 9,175

負債純資産合計 27,283 30,639
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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：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 28,050 17,514

売上原価 26,125 16,037

売上総利益 1,924 1,477

販売費及び一般管理費 ※1  1,873 ※1  1,597

営業利益又は営業損失（△） 51 △119

営業外収益   

受取利息 11 5

受取配当金 2 1

為替差益 124 －

その他 9 7

営業外収益合計 148 15

営業外費用   

支払利息 32 23

為替差損 － 43

売上債権売却損 16 5

その他 4 10

営業外費用合計 54 82

経常利益又は経常損失（△） 145 △187

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14 11

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 15 11

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 8 －

リース会計基準適用に伴う影響額 2 －

退職特別加算金 － ※2  145

特別損失合計 10 145

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（△）

150 △321

法人税、住民税及び事業税 150 43

法人税等調整額 △9 △169

法人税等合計 141 △126

少数株主損失（△） △18 △29

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27 △166
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（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

150 △321

減価償却費 81 37

のれん償却額 － 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △53 △5

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 8 －

リース会計基準適用に伴う影響額 2 －

受取利息及び受取配当金 △14 △7

支払利息 32 23

為替差損益（△は益） △10 23

売上債権の増減額（△は増加） 4,789 2,903

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,450 △177

仕入債務の増減額（△は減少） △3,530 △2,080

その他 132 443

小計 137 834

利息及び配当金の受取額 14 7

利息の支払額 △15 △14

法人税等の支払額 △513 △147

営業活動によるキャッシュ・フロー △376 679

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △0

定期預金の払戻による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △24 △5

有形固定資産の売却による収入 4 1

無形固定資産の取得による支出 － △0

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 △0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △21 △5
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（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) 

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） △35 △758

長期借入れによる収入 1,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,199 △256

リース債務の返済による支出 △17 △50

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △163 △107

少数株主への配当金の支払額 △9 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △424 △1,189

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △900 △437

現金及び現金同等物の期首残高 5,973 5,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  5,073 ※1  4,963
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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 

当社グループの事業は、製品市場の類似性を考慮し、半導体・電子部品等の販売を行う「電子部品販売事

業」と、電子機器・記録媒体品・製品等の販売を行う「電子機器販売事業」とに区分しております。 

２．各区分に属する主要な商・製品 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

 （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、電子部

品販売事業で86百万円減少し、電子機器販売事業で11百万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、電子部品販売事業で６百万円減少し、電子機器販売事業に与える影響は軽微

であります。 

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））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、電子部品販売事業で１百万円増加し、電子機器販売事業及び全社に与える影響は軽微であります。 

 
電子部品
（百万円） 

電子機器
（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 23,934 4,116 28,050 － 28,050 

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

 計 23,934 4,116 28,050 － 28,050 

営業利益又は営業損失（△） 387 △140 247 (195) 51 

 
電子部品
（百万円） 

電子機器
（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 14,333 3,181 17,514 － 17,514 

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

 計 14,333 3,181 17,514 － 17,514 

営業利益又は営業損失（△） 259 △218 41 (160) △119 

事業区分 主要商・製品

電子部品販売事業 半導体、ピックアップユニット等 

電子機器販売事業 音響映像機器、システム製品、記録媒体品、教育用ソフトウェア等 
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〔所在地別セグメント情報〕 

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．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地域の主な内訳は次のとおりであります。 

アジア……大韓民国、中国、シンガポール 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間 

 （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

22百万円減少し、アジアで76百万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、アジアで６百万円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））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２百万円増加しております。 

 
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 20,609 7,440 28,050 － 28,050 

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

3,651 35 3,687 (3,687) － 

 計 24,261 7,476 31,738 (3,687) 28,050 

営業利益 217 32 249 (198) 51 

 
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 13,412 4,102 17,514 － 17,514 

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,441 49 1,491 (1,491) － 

 計 14,853 4,152 19,006 (1,491) 17,514 

営業利益又は営業損失（△） 20 17 37 (157) △119 
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〔海外売上高〕 

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．当該区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。 

アジア……大韓民国、中国、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。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  アジア 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,221 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 28,050 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
47.1 

  アジア 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,516 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 17,514 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
42.9 
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６．その他の情報 

【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】 

【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

 該当事項はありません。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．会計処理基準に関する事項の変更 （1）連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用

指針 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び

関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第22

号 平成20年５月13日）を適用しております。この変更による損益に与

える影響はありません。 

  （2）完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウェア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」

（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第15号）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

19年12月27日 企業会計基準第18号）を当第１四半期連結会計期間から

適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約から、進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる受注制作のソフトウェアについては工事

進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注制作

のソフトウェアについては工事完成基準を適用しております。この変更

による損益に与える影響はありません。 

  （3）有価証券の評価方法の変更 

 従来、有価証券の評価方法は総平均法による原価法を採用しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間から移動平均法による原価法に変更

いたしました。この変更は、株式会社ユーエスシーとの経営統合によ

り、平成21年10月１日に設立する共同持株会社「株式会社UKCホールディ

ングス」における会計方針に統一することを目的としたものでありま

す。なお、この変更による損益に与える影響はありません。  

（4）四半期会計期間末における有価証券の減損処理における切放し法から

洗替え法への変更 

 従来、四半期会計期間末における有価証券の減損処理にあたっては、

四半期切放し法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間か

ら四半期洗替え法に変更いたしました。この変更は、株式会社ユーエス

シーとの経営統合により、平成21年10月１日に設立する共同持株会社

「株式会社UKCホールディングス」における会計方針に統一することを目

的としたものであります。なお、この変更による損益に与える影響はあ

りません。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績

率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２．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は、一部の連結子会社におい

て実地棚卸を省略し、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。  
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 
（平成21年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、555百万円であ

ります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、530百万円であ

ります。 

 ２．債権流動化に伴う買戻義務    216 百万円   ２．債権流動化に伴う買戻義務   1,307 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） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

    給与及び賞与   534 百万円      給与及び賞与   526 百万円  

    賞与引当金繰入額    155 百万円      賞与引当金繰入額    75 百万円  

    役員退職慰労引当金繰入額   8 百万円      役員退職慰労引当金繰入額   5 百万円  

    退職給付費用   54 百万円      退職給付費用   46 百万円  

    貸倒引当金繰入額   8 百万円      貸倒引当金繰入額   4 百万円  

２．        ───── 

 

  

※２．退職特別加算金は、当社における希望退職者募集

に伴う特別加算金及び再就職支援等に係る費用で

あります。 

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) 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額と関係 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額と関係 

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 5,073百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △0百万円 

現金及び現金同等物 5,073百万円 

現金及び預金勘定 5,523百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △559百万円 

現金及び現金同等物 4,963百万円 
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成21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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式           7,148,400株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式              337株 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

  配当金支払額 

（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

 該当事項はありません。 

（企業結合等関係）  

 該当事項はありません。 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年５月25日 

取締役会 
普通株式 107 15 平成21年３月31日 平成21年６月15日 利益剰余金
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（１株当たり情報） 

 １．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額 

 （注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません 

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 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,212.09円 １株当たり純資産額 1,248.89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） 

１株当たり四半期純利益金額 3.81円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり四半期純損失金額 △23.23円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  
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） 

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 27 △166 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円） 
27 △166 

期中平均株式数（千株） 7,148 7,148 
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