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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7月31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1月期第2四半期 39,836 ― △256 ― △184 ― △139 ―
21年1月期第2四半期 63,057 △10.2 824 △44.0 1,154 △33.1 674 △47.0

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1月期第2四半期 △5.05 ―
21年1月期第2四半期 24.36 ―

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1月期第2四半期 74,865 62,963 84.1 2,275.20
21年1月期 75,792 63,137 83.3 2,281.45

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  62,963百万円 21年1月期  63,137百万円

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1月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年1月期 ― 15.00
22年1月期 

（予想）
― 15.00 30.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 90,000 △20.0 0 ― 170 △88.5 160 ― 5.78



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（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（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 
１．平成21年６月１日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等に 
  ついて、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計 
  基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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1月期第2四半期 32,072,398株 21年1月期  32,072,398株
② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  4,398,401株 21年1月期  4,398,043株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第2四半期 27,674,166株 21年1月期第2四半期 27,675,234株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な需要減少による景気低迷の長期化により企業業績

が大きく悪化するとともに、雇用情勢や所得環境の悪化による個人消費の低迷もあり低調なまま推移しました。 

 当社グループが属するエレクトロニクス業界は、一部の分野において在庫調整が進むなど明るい兆しが見られ

るものの、全体的には非常に厳しく先行き不透明な状況が続いております。 

 このような環境の中で、当社グループは主力商品の各種半導体をはじめ、システム情報機器・ネットワーク関

連商品等の販売を幅広く推し進めましたが、売上高は398億36百万円（前年同期比36.8％減）の大幅な減収とな

り、３月以降、更なる人件費削減等の経営合理化策を実施し経費を削減しましたが、売上高の減少分をカバーし

きれず、経常損失は１億84百万円、四半期純損失は１億39百万円となりました。 

 売上高の品目別の概要は次のとおりです。 

（半導体） 

・集積回路の売上高は166億77百万円で、前年同期より125億93百万円（43.0％）減少。 

  これは、パソコン向けMPUと携帯電話向けフラッシュメモリーが減少した他、仕入先の日本法人が清算したこ

  とに伴いメモリー（DRAM）ビジネスが大幅に減少したためです。 

 ・半導体素子の売上高は72億80百万円で、前年同期より29億63百万円（28.9％）減少。 

  これは、パソコン用の記録型DVD装置に組み込まれるレーザーダイオード及び産業用機器向けのフォトカプラ

  ーの出荷が減少したためです。 

（システム情報機器） 

  売上高は125億98百万円で、前年同期より62億29百万円（33.1％）減少。 

  これは、市況悪化を受け客先の設備投資低下が顕著となり、サーバー等の大型案件が減少したためです。 

（電子部品他） 

  売上高は32億80百万円で、前年同期より14億34百万円（30.4％）減少。 

  これは、仕入先の事業撤退によりプリント基板が減少したためです。 

 所在地別のセグメントの概況は次のとおりです。 

  ① 日本 

デジタル家電向けメモリー及び産業機器向けフォトカプラー等の半導体製品やサーバーをはじめとするシ

ステム情報機器製品が減少し、売上高は370億65百万円、営業損失は２億44百万円となりました。 

  ② アジア 

デジタル家電向けメモリー及びパワートランジスタが減少し、売上高は48億75百万円、営業利益は８百万

円となりました。 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は748億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億26百万円減少しま

した。これは、主に現金及び預金が増加した一方、受取手形及び売掛金、有価証券が減少したことによるもの

です。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は119億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億52百万円減少しま

した。これは、主に支払手形及び買掛金が減少したことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は629億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億73百万円減少し

ました。これは、主に利益剰余金の減少等によるものです。 

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



（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純損失が１億42百万円とな

りましたが、運転資金の減少や有価証券の満期償還等により254億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ66億

59百万円増加しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が１億

42百万円となりましたが、売上高の減少に伴い売上債権が52億57百万円、たな卸資産が24億31百万円それぞれ減

少したことによる運転資金の減少等により、68億80百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の満期償還による収入50

億円がありましたが、投資有価証券の取得による支出48億５百万円等により、84百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払５億49百万円等によ

り、５億49百万円の支出となりました。 

 当社グループが属するエレクトロニクス業界は、先行きに未だ不透明感が残るものの、在庫調整の進展により第３

四半期以降緩やかに回復に向かうものと見込んでおります。 

 このような状況並びにこれまでの実績を踏まえ、通期の連結業績予想を下記のとおり修正いたします。  

 当社グループは、売上の増加並びに販売管理費の抑制による早期業績回復に向け、今後とも日々努力して参りま

す。 

  

（通期連結業績予想） 

売上高         900億円    (前年同期比 20.0％減) 

営業利益         0百万円    (前年同期比   － ) 

経常利益     １億70百万円    (前年同期比 88.5％減) 

当期純利益    １億60百万円    (前年同期比   － ) 

 該当事項はありません。  

① 簡便な会計処理 

 ・ 棚卸資産の評価方法 

当第２四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出する方法によっております。 

・ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末におい

て使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい

変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニング

に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

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．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



① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、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日公表分）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  この変更に伴い、売上総利益が90百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれ

ぞれ90百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「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））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

④ 「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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

（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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,429 18,769

受取手形及び売掛金 23,395 28,375

有価証券 2,000 5,000

商品 8,904 9,917

繰延税金資産 152 113

その他 1,584 2,186

貸倒引当金 △131 △172

流動資産合計 61,333 64,190

固定資産   

有形固定資産 237 255

無形固定資産 450 510

投資その他の資産   

投資有価証券 11,947 8,322

繰延税金資産 78 307

その他 1,599 3,006

貸倒引当金 △782 △800

投資その他の資産合計 12,843 10,836

固定資産合計 13,531 11,601

資産合計 74,865 75,792

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,550 9,182

未払法人税等 48 51

未払消費税等 154 106

賞与引当金 140 143

その他 1,968 1,921

流動負債合計 10,862 11,404

固定負債   

退職給付引当金 922 985

その他 116 263

固定負債合計 1,039 1,249

負債合計 11,901 12,654



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,672 13,672

資本剰余金 13,336 13,336

利益剰余金 41,717 42,354

自己株式 △5,498 △5,498

株主資本合計 63,226 63,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 310 6

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △573 △732

評価・換算差額等合計 △263 △726

純資産合計 62,963 63,137

負債純資産合計 74,865 75,792



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 39,836

売上原価 36,526

売上総利益 3,309

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 1,446

賞与引当金繰入額 140

退職給付費用 140

賃借料 255

減価償却費 123

その他 1,460

販売費及び一般管理費合計 3,566

営業損失（△） △256

営業外収益  

受取利息 71

受取配当金 3

持分法による投資利益 6

仕入割引 7

その他 29

営業外収益合計 118

営業外費用  

売上割引 2

為替差損 41

固定資産廃棄損 2

その他 0

営業外費用合計 47

経常損失（△） △184

特別利益  

貸倒引当金戻入額 50

投資有価証券売却益 217

特別利益合計 267

特別損失  

退職特別加算金 225

特別損失合計 225

税金等調整前四半期純損失（△） △142

法人税、住民税及び事業税 15

法人税等調整額 △18

法人税等合計 △3

四半期純損失（△） △139



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31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（△） △142

減価償却費 123

有形固定資産除売却損益（△は益） 2

為替差損益（△は益） △3

引当金の増減額（△は減少） △127

受取利息及び受取配当金 △74

投資有価証券売却損益（△は益） △217

持分法による投資損益（△は益） △6

売上債権の増減額（△は増加） 5,257

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,431

仕入債務の増減額（△は減少） △1,161

未払消費税等の増減額（△は減少） 48

その他 232

小計 6,363

利息及び配当金の受取額 142

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 374

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,880

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △1,000

有価証券の償還による収入 5,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △43

有形及び無形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △4,805

投資有価証券の売却による収入 805

関係会社株式の取得による支出 △47

その他 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △84

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △549

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △549

現金及び現金同等物に係る換算差額 151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,397

現金及び現金同等物の期首残高 18,769

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 262

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,429



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31日） 

 当社グループは、半導体、システム情報機器及びその他の電子部品の販売を主たる事業とする専門商社で、そ

れらの商品の種類・性質等も類似しておりますので、単一事業分野の営業活動として、他に開示基準に該当する

セグメントはありませんので、その記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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。 

 アジア……シンガポール、香港、上海 

 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） 

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日公表分）を適用しております。 

 この変更に伴い、営業損失が「日本」で90百万円増加しております。 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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）アジア……………中国、香港、台湾、タイ、マレーシア 等 

(2）その他……………イギリス、アメリカ、スイス 

 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。 

  

（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） 
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  34,993  4,842  39,836  －  39,836

(2）

  

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,072  32  2,104  (2,104)  －

     計  37,065  4,875  41,941   (2,104)  39,836

 営業利益又は営業損失（△）  △244  8  △235   (20)  △256

【海外売上高】

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,550  41  5,591

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  39,836

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.9  0.1  14.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       63,057  100.0

Ⅱ 売上原価       58,094  92.1

売上総利益       4,962  7.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費                

 １．給料及び賞与  1,642           

 ２．賞与引当金繰入額  202           

 ３．退職給付費用  105           

 ４．役員退職慰労引当金 
   繰入額  3           

 ５．賃借料  246           

 ６．減価償却費  119           

 ７．その他  1,817  4,138  6.6

営業利益       824  1.3

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  99           

２．受取配当金  21           

３．持分法による投資利益  179           

４．仕入割引  13           

５．為替差益  5           

６．その他  18  338  0.5

Ⅴ 営業外費用                

１．売上割引  6           

２．事務用備品等廃棄損  1           

３．その他  0  7  0.0

経常利益       1,154  1.8

Ⅵ 特別損失                

１．投資有価証券評価損  67  67  0.1

税金等調整前中間純利益       1,087  1.7

法人税、住民税及び事業
税  328           

法人税等調整額  84  412  0.6

中間純利益       674  1.1

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,087

減価償却費  119

有形固定資産売却益  △3

有形固定資産売・廃棄損   1

投資有価証券評価損   67

為替差益  △23

引当金の減少額  △243

受取利息及び受取配当金 △120

持分法による投資利益 △179

売上債権の減少額  1,497

たな卸資産の減少額  1,294

仕入債務の減少額 △1,503

未払消費税等の増加額  83

未払金の減少額 △751

その他  703

小計  2,028

利息及び配当金の受取額   237

法人税等の支払額  △568

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,697

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △3,000

有形固定資産及び無形固定資産の取
得による支出 

△88

有形固定資産及び無形固定資産の売
却による収入  10

投資有価証券の取得による支出 △1,022

その他  3

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,095

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額  △551

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △551

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △214

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △3,164

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,966

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  9,801

    



前中間連結会計期間において当社グループは、半導体、システム情報機器及びその他の電子部品の販売を主

たる事業とする専門商社で、それらの商品の種類・性質等も類似しておりますので、単一事業分野の営業活動

として、他に開示基準に該当するセグメントはありませんので、その記載を省略しております。 

前中間連結会計期間（自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31日） 

 （注） １．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．本邦以外の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。 

  アジア・・・シンガポール、香港、上海 

  

前中間連結会計期間（自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31日） 

 （注） １．国又は地域は、地理的接近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）アジア・・・中国、香港、台湾、タイ、マレーシア 等 

  (2）その他・・・ドイツ、アメリカ、イギリス 等 

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。  

  

（３）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） 
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  55,074  7,982  63,057  －  63,057

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,011  46  4,057 (4,057)  －

計  59,086  8,028  67,115 (4,057)  63,057

営業費用  58,302  7,973  66,275 (4,042)  62,233

営業利益  784  55  839 (15)  824

【海外売上高】

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,979  62  9,041

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  63,057

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 14.2  0.1  14.3



 (1) 品目別売上高 

  

  

６．その他の情報

  

前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月１日 

  至 平成20年７月31日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年２月１日 

  至 平成21年７月31日） 
増減額 

（百万円） 

 金額（百万円）  構成比（％）  金額（百万円）  構成比（％） 

半導体 

集積回路  29,270  46.4  16,677  41.9  △12,593

半導体素子  10,243  16.3  7,280  18.3  △2,963

小計  39,514  62.7  23,957  60.2  △15,557

システム情報機器  18,827  29.8  12,598  31.6  △6,229

電子部品他  4,714  7.5  3,280  8.2  △1,434

合計  63,057  100.0  39,836  100.0  △23,221
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