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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 57,657 △19.3 1,033 △38.4 1,018 △38.8 651 △39.8

21年3月期第2四半期 71,471 ― 1,676 ― 1,665 ― 1,081 ―

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 40.29 ―

21年3月期第2四半期 66.87 ―

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 54,400 35,819 65.8 2,214.68
21年3月期 53,066 35,172 66.3 2,174.68

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  35,819百万円 21年3月期  35,172百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 15.00

22年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

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  
（注）詳細は、３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。 

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 116,000 △10.2 1,400 △37.8 1,450 △42.4 950 30.2 58.74
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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  
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 

１．平成21年４月24日発表の通期連結業績予想は、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 16,174,000株 21年3月期  16,174,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  156株 21年3月期  156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 16,173,844株 21年3月期第2四半期 16,173,844株
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当第２四半期における経済環境は、世界的な財政出動の下支えにより未曾有の経済危機は峠を脱しつつあるもの

の、先進国の回復は緩やかで、依然として予断を許さない状況にあります。 

国内では、生産・輸出高には持ち直しの兆しが見られ、大手企業を中心に在庫調整の進展やコスト削減効果によ

り企業業績は改善傾向にありますが、雇用不安による個人消費の低迷、物価のデフレ圧力、円高による輸出企業の業

績悪化が引き続き懸念され、景気の本格的な回復については不透明な状況にあります。 

 エレクトロニクス業界におきましては、一部機能を絞った低価格の小型パソコンの販売が堅調に推移し、「定額給

付金」「エコポイント」などの経済対策効果によって、薄型テレビなどの省エネ製品・環境対策製品に対する需要が

喚起され、改善は見られるものの、市場全体として本格回復に至っておりません。また新興国の台頭や中国・韓国製

品のシェア拡大による価格競争は激しさを増し、エレクトロニクス市場を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続

いております。 

 このような環境の下、当社グループの売上高は、半導体部門では前期に好調であった情報機器、通信機器及び車載

向けの減少により、前年同期比21.1％減の467億72百万円、情報機器部門では主力のハードディスクドライブが減少

したことにより、同32.0％減の38億83百万円、その他に区分されている品目ではモジュール商内が堅調であったこと

により、同8.4％増の70億１百万円、この結果、当第２四半期の売上高は前年同期比19.3％減の576億57万円となりま

した。 

利益面では、売上高減少に伴い売上総利益が同16.7％減の59億50百万円となり、販売費及び一般管理費の削減は

ありましたが、営業利益は同38.4％減の10億33百万円、経常利益は同38.8％減の10億18百万円となりました。この結

果、当第２四半期純利益は、同39.8％減の６億51百万円となりました。 

    

  

 当第２四半期会計期間末における総資産は544億円となり、前連結会計年度末比13億33百万円の増加となりまし

た。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加45億10百万円、商品の減少30億36百万円によるものであります。 

 なお、純資産は358億19百万円となり、前連結会計年度末比６億46百万円の増加となりました。主な要因は、利益

剰余金が４億９百万円増加したことによるものであります。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は17億37百万円となり、前連結会計年度末と比較して

２億70百万円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は76百万円の収入（前年同期は１億73百万円の収入）となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純利益10億18百万円、売上債権の増加42億円及びたな卸資産の減少33億31百万円に

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２億92百万円の支出（前年同期は47百万円の支出）となりました。 

主な要因は、無形固定資産の取得による支出２億86百万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82百万円の支出（前年同期は14億57百万円の支出）となりました。 

主な要因は、短期借入金の増加額１億68百万円及び配当金の支払額２億42百万円によるものであります。 

  

  

 ＜当期の見通し＞ 

売上高が70億円の減収となるものの、営業利益につきましては、付加価値の高いモジュールビジネスが伸長した

ことに加え、販管費の削減に努めたことにより、期初に想定した予想数値を維持できるものと見込んでおります。

また、経常利益及び当期純利益につきましては、持分法による投資利益の増加により、期初に想定した予想数値を

上回る見込みとなったことから、平成21年4月24日に公表した予想数値を修正するものであります。 

（連結業績見通し） 

    売上高    116,000百万円   （前期比   10.2%減） 

    営業利益    1,400百万円   （前期比  37.8%減） 

    経常利益    1,450百万円   （前期比   42.4%減） 

    当期純利益    950百万円   （前期比  30.2%増）  

  なお、詳細につきましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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
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 該当事項はありません。 

  

  

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２四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 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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定する方法

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。 

  

  

     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
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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 1,737 2,007

受取手形及び売掛金 33,548 29,038

商品 11,169 14,205

繰延税金資産 921 954

その他 593 916

貸倒引当金 △60 △84

流動資産合計 47,910 47,038

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 280 314

工具、器具及び備品（純額） 102 110

その他（純額） 36 41

有形固定資産合計 419 466

無形固定資産   

のれん 45 56

その他 453 191

無形固定資産合計 498 247

投資その他の資産   

投資有価証券 3,834 3,668

繰延税金資産 783 684

その他 964 971

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 5,571 5,313

固定資産合計 6,489 6,028

資産合計 54,400 53,066
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,752 9,926

短期借入金 3,431 3,093

未払法人税等 441 1,003

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 298 331

補償損失引当金 122 122

その他 1,595 1,692

流動負債合計 16,641 16,170

固定負債   

繰延税金負債 1 4

退職給付引当金 1,886 1,670

その他 50 49

固定負債合計 1,938 1,723

負債合計 18,580 17,893

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,251 5,251

資本剰余金 4,767 4,767

利益剰余金 26,694 26,285

自己株式 △0 △0

株主資本合計 36,712 36,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16 0

為替換算調整勘定 △909 △1,130

評価・換算差額等合計 △892 △1,130

純資産合計 35,819 35,172

負債純資産合計 54,400 53,066
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（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 71,471 57,657

売上原価 64,325 51,706

売上総利益 7,146 5,950

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 99 1

従業員給料及び賞与 1,844 1,714

賞与引当金繰入額 508 295

退職給付費用 241 287

賃借料 542 539

その他 2,233 2,079

販売費及び一般管理費合計 5,469 4,917

営業利益 1,676 1,033

営業外収益   

受取利息 20 0

持分法による投資利益 188 191

その他 25 29

営業外収益合計 234 220

営業外費用   

支払利息 92 11

為替差損 131 210

その他 21 13

営業外費用合計 245 235

経常利益 1,665 1,018

特別利益   

投資有価証券売却益 69 －

特別利益合計 69 －

特別損失   

固定資産除却損 2 －

ゴルフ会員権評価損 14 －

特別損失合計 16 －

税金等調整前四半期純利益 1,718 1,018

法人税、住民税及び事業税 777 435

法人税等調整額 △140 △68

法人税等合計 636 367

四半期純利益 1,081 651
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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 1,718 1,018

減価償却費 143 117

のれん償却額 123 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 140 216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 94 △32

貸倒引当金の増減額（△は減少） 84 1

受取利息及び受取配当金 △20 △0

支払利息 92 11

持分法による投資損益（△は益） △188 △191

投資有価証券売却損益（△は益） △69 －

固定資産除却損 2 －

ゴルフ会員権評価損 14 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,764 △4,200

たな卸資産の増減額（△は増加） 81 3,331

仕入債務の増減額（△は減少） 99 538

未収消費税等の増減額（△は増加） 306 △135

未払消費税等の増減額（△は減少） － △78

その他 591 433

小計 410 1,042

利息及び配当金の受取額 76 56

利息の支払額 △93 △11

法人税等の支払額 △219 △1,011

営業活動によるキャッシュ・フロー 173 76

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 △101 △23

無形固定資産の取得による支出 △17 △286

投資有価証券の売却による収入 90 －

その他 △18 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △47 △292

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） △1,192 168

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22 △8

配当金の支払額 △242 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,457 △82

現金及び現金同等物に係る換算差額 △120 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,451 △270

現金及び現金同等物の期首残高 3,161 2,007

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △14 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,695 1,737
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 該当事項はありません。 

  

  前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において当社及び連結子会社は、電子部品・機器の販

売事業の単一セグメントであるため、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） 

 （注）１．国または地域は、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または地域の内訳は次のとおりであります。  

 (1)アジア……香港、シンガポール、中国、タイ 

 (2)北米………米国 

 ３．会計方針の変更  

 （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）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益が日本で２億20百万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） 

 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18号５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、当第２四

半期連結累計期間の営業利益がアジアで68百万円減少しております。 

  

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．国または地域は、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または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国、タイ、インド、マレーシア 

(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）
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 44,429  26,904  137  71,471  －  71,471 

  (2)セグメント間の内部売上高 14,078  229  2  14,310  (14,310)  － 

計 58,507  27,133  140  85,781  (14,310)  71,471 

営業費用 56,995  26,960  170  84,126  (14,331)  69,795 

営業利益（又は営業損失） 1,512  173  (30)  1,655  21  1,676 

  
日本 

（百万円）
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  40,677  16,758  221  57,657  －  57,657

(2)セグメント間の内部売上高  8,983  246  27  9,256  (9,256)  －

計  49,660  17,005  248  66,914      (9,256)  57,657

営業費用  48,585  17,082  241  65,909  (9,285)  56,624

営業利益（又は営業損失）  1,074  (77)  7  1,004    28  1,033
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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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

 (1)アジア……香港、中国、シンガポール他 

 (2)北米………米国、カナダ 

 (3)その他……チェコ、イスラエル他 

３．海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であ

ります。  

  

  

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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、中国、シンガポール他 

(2)北米………米国、カナダ 

(3)その他……チェコ、イスラエル他 

３．海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であ

ります。 

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  30,412  859  53  31,325

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    71,471

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 42.5  1.2  0.1  43.8

  アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  22,129  434  55  22,619

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    57,657

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 38.4  0.7  0.1  39.2
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 該当事項はありません。 

  

  

     品目別販売実績  

  

  

（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

品目 

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） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

半導体  59,302  83.0  46,772  81.1

情報通信機器及び応用システム  5,707  8.0  3,883  6.7

その他  6,461  9.0  7,001  12.2

合計  71,471  100.0  57,657  100.0
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