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1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 67,012 △19.7 1,414 △12.3 1,515 1.9 868 1.1
21年3月期第2四半期 83,439 ― 1,612 ― 1,487 ― 859 ―

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2四半期 127.72 ―
21年3月期第2四半期 126.31 ―

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2四半期 43,333 16,214 37.4 2,383.85
21年3月期 34,754 15,500 44.6 2,278.85

（参考） 自己資本 22年3月期第2四半期 16,214百万円 21年3月期 15,500百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期
（予想）

― 25.00 25.00

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 124,000 △8.4 2,240 △10.1 2,390 △2.3 1,370 3.0 201.41



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．その他をご覧下さい。

(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月期の連結業績予想修正の詳細につきましては、平成21年10月26日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりでありま
す。
２．本資料に記載されている業績予想等の将来の記述は、本資料の発表日現在において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
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

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2四半期 6,802,000株 21年3月期 6,802,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 80株 21年3月期 80株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 6,801,920株 21年3月期第2四半期 6,801,920株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、持ち直しに転じつつあるとは言え、先行きにつきましては不

透明感は拭えないとの見方もあります。一方、厳しい収益状況などを背景に、設備投資は減少を続けており、また、

雇用・所得環境は改善しておらず、個人消費は全体としては弱めの動きとなっております。 

 半導体市況につきましては、各セットメーカーの在庫調整が一段落し、また、各国政府の景気刺激策もあって回復

基調を辿りました。中でもメモリー価格は、メモリーメーカーの減産傾向に対して、パソコン、スマートフォン向け

の需要が好調であったため底堅く推移しました。液晶パネルにつきましても、中国政府の「家電下郷」政策等で液晶

テレビ需要が旺盛であったため価格は上昇しました。 

このような状況の下、既存顧客向けマーケットシェアの維持、拡大は勿論のこと、新規市場・顧客の開拓、取扱

商品群の拡充といった「種まき」を行い、その一環として、８月後半からテレビセットメーカー向けに液晶パネルの

供給を開始いたしました。 

これらの結果、売上高670億12百万円（前年同期比19.7％減）、営業利益14億14百万円（前年同期比12.3％減）、

経常利益15億15百万円（前年同期比1.9％増）、四半期純利益８億68百万円（前年同期比1.1％増）となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間の主な品目別の業績は、次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、品目別の業績を記載して

おります。 

（メモリー半導体） 

平成21年１～３月の底打ち時点からのメモリー半導体価格の上昇と、海外での積極的な販売活動により、ＦＬＡ

ＳＨメモリーは前年同期比で売上を伸ばしましたが、メモリー半導体の売上高は306億87百万円（前年同期比21.7％

減）となりました。 

（システムＬＳＩ） 

セットメーカーの在庫調整が概ね終了し落ち着き感を見せつつありますが、デジカメ、携帯電話機器分野におき

ましては、機能の成熟化等により買い替え需要が喚起されない状況が続いております。この結果、システムＬＳＩの

売上高は112億45百万円（前年同期比24.3％減）となりました。 

（液晶デバイス） 

企業業績の悪化に伴う広告費、設備投資の削減により、モニターの買換え及び設置の延長等が起きております。

テレビセットメーカー向けに液晶パネルの供給を開始したものの、液晶デバイスの売上高は171億32百万円（前年同

期比33.5％減）となりました。 

（その他） 

商社機能を活かした営業活動により、この分野の売上高は79億47百万円（前年同期比117.3％増）となりました。

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、433億33百万円（前連結会計年度末比24.7％増）となりました。これは

主に売掛金が増加したことによるものです。一方、負債は271億18百万円（前連結会計年度末比40.8％増）となりま

した。これは主に短期借入金及び未払金が増加したことによるものです。純資産は162億14百万円（前連結会計年度

末比4.6％増）となりました。これは四半期純利益の計上が主な増加要因であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における営業キャッシュ・フローは減少したものの、財務活動によるキャッシュ・フロ

ーが増加したため、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）が、前連結会計年度末に比べ４億44百万円増加し

12億56百万円となりました。 

（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いて営業活動の結果使用した資金は、26億73百万円（前年同期比330.9％増）とな

りました。これは主に買掛金が10億26百万円、未払金が34億67百万円増加した一方で、売掛金が77億２百万円増加し

たためであります。 

（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いて投資活動の結果得られた資金は、6百万円（前年同期は12百万円の支出）とな

りました。これは、主に敷金の回収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） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、31億８百万円（前年同期比663.8％増）とな

りました。これは短期借入金が33億45百万円増加したこと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



 通期の業績見通しにつきましては、平成21年10月26日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり

であります。  

  

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に

係る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。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行なっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,256 811

受取手形及び売掛金 29,313 21,606

商品 10,100 10,256

繰延税金資産 160 195

その他 1,977 1,366

流動資産合計 42,808 34,237

固定資産   

有形固定資産 78 78

無形固定資産 1 3

投資その他の資産 444 435

固定資産合計 524 517

資産合計 43,333 34,754

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,452 4,423

短期借入金 14,021 10,985

未払法人税等 661 272

引当金 92 97

未払金 6,597 3,129

その他 99 123

流動負債合計 26,926 19,032

固定負債   

引当金 174 221

その他 18 －

固定負債合計 192 221

負債合計 27,118 19,254

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,054 2,054

資本剰余金 1,984 1,984

利益剰余金 12,123 11,492

自己株式 △0 △0

株主資本合計 16,161 15,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21 －

繰延ヘッジ損益 32 △18

為替換算調整勘定 △0 △10

評価・換算差額等合計 53 △29

純資産合計 16,214 15,500

負債純資産合計 43,333 34,754



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 83,439 67,012

売上原価 80,823 64,733

売上総利益 2,616 2,279

販売費及び一般管理費 1,003 865

営業利益 1,612 1,414

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 1

仕入割引 256 177

為替差益 － 41

その他 2 2

営業外収益合計 262 223

営業外費用   

支払利息 136 41

債権売却損 153 53

支払手数料 3 11

為替差損 73 －

その他 21 16

営業外費用合計 388 122

経常利益 1,487 1,515

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 11 －

特別損失合計 11 －

税金等調整前四半期純利益 1,475 1,515

法人税等 616 646

四半期純利益 859 868



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,475 1,515

減価償却費 8 8

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △62

受取利息及び受取配当金 △3 △2

支払利息 136 41

為替差損益（△は益） 202 △306

売上債権の増減額（△は増加） 695 △7,702

たな卸資産の増減額（△は増加） 56 157

前渡金の増減額（△は増加） 870 △437

仕入債務の増減額（△は減少） △3,641 1,026

未払金の増減額（△は減少） 21 3,467

その他 384 △65

小計 237 △2,349

利息及び配当金の受取額 3 2

利息の支払額 △136 △41

法人税等の支払額 △724 △284

営業活動によるキャッシュ・フロー △620 △2,673

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 △1 △8

有形固定資産の売却による収入 － 2

その他 △11 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △12 6

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） 644 3,345

配当金の支払額 △237 △237

財務活動によるキャッシュ・フロー 407 3,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △223 444

現金及び現金同等物の期首残高 881 811

現金及び現金同等物の四半期末残高 657 1,256



 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 当社グループの事業は、半導体及び電子部品の売買事業の単一事業であるため、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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の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・・・・中国、ホンコン、シンガポール 

３．会計方針の変更 

 前第２四半期連結累計期間  

「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」４．(3）２に記載のとおり、

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動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）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価格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、従来の方法によった場合に比較し

て、「日本」の営業利益は２億21百万円減少しております。 

  

     当第２四半期連結累計期間  

      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  68,960  14,479  83,439  －  83,439

(2）セグメント間の内部売上高  1,442  258  1,700  (1,700)  －

計  70,402  14,737  85,140  (1,700)  83,439

営業利益  1,112  499  1,612  －  1,612

  
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  51,787  15,225  67,012  －  67,012

(2）セグメント間の内部売上高  3,962  383  4,345  (4,345)  －

計  55,750  15,608  71,358  (4,345)  67,012

営業利益  1,153  266  1,419  (5)  1,414



前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

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・・・・中国、ホンコン、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  29,488  431  29,919

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  83,439

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  35.4  0.5  35.9

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  33,710  41  33,752

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  67,012

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  50.3  0.1  50.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



品目別販売実績  

  

  

  

６．その他の情報

   前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間   前連結会計年度 

   （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 増減率 （自 平成20年４月１日 

品目別  至 平成20年９月30日)  至 平成21年９月30日)    至 平成21年３月31日) 

   金額（百万円） 
構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％） 
  金額（百万円） 

構成比

（％） 

 メモリー 39,169 46.9 30,687 45.8  △ 21.7  64,793 47.8 

 システムＬＳＩ 14,863 17.8 11,245 16.8  △ 24.3  24,480 18.1 

半導体小計 54,032 64.7 41,932 62.6  △ 22.4  89,274 65.9 

液晶デバイス 25,748 30.9 17,132 25.6  △ 33.5  39,163 28.9 

その他 3,657 4.4 7,947 11.8  117.3  6,996 5.2 

合計 83,439 100.0 67,012 100.0  △ 19.7  135,434 100.0 
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