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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 70,846 △4.6 1,115 △59.2 1,388 △42.6 635 △52.0
21年3月期第2四半期 74,225 ― 2,736 ― 2,417 ― 1,322 ―

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 35.90 ―
21年3月期第2四半期 74.73 ―

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 90,040 54,653 60.7 3,087.12
21年3月期 82,748 54,748 66.2 3,092.44

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  54,635百万円 21年3月期  54,748百万円

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  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

通期 140,600 6.9 2,030 14.2 2,240 41.2 1,040 ― 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  
[（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、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。] 

(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 
本資料に掲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、
実際の業績等はさまざま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 有
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 18,110,252株 21年3月期  18,110,252株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  406,405株 21年3月期  406,330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 17,703,911株 21年3月期第2四半期 17,704,052株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国向けを中心とした輸出の持ち直し、在庫調整の

一巡化などを背景に回復傾向が持続しました。個人消費に関しましても定額給付金、自動車減税、エコポ

イント制度など政府の景気刺激策を受けて持ち直しをみせるなど最悪期を脱しました。 

  

当社の属するエレクトロニクス産業におきましては、ネットブックを中心とした低価格帯のノートPCが

需要を喚起し、パソコン市場は回復をみせ、民生機器市場につきましても在庫調整の一巡化やエコポイン

トなどの景気刺激策を背景に薄型テレビは回復、また、携帯電話に関してはスマートフォンを牽引役に持

ち直しをみせました。一方、企業の業績改善や設備投資に依存するOA周辺機器や産業機器市場は引き続き

厳しい環境が続きました。 

  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は70,846百万円（前年同期比4.6%減）、営業利益は

1,115百万円（前年同期比59.2%減）、また経常利益は1,388百万円（前年同期比42.6%減）となり、当第２

四半期連結累計期間の純利益は635百万円（前年同期比52.0%減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

（集積回路及び電子デバイス事業） 

 当事業におきましては、携帯電話市場の回復とともに同用途向け通信用ASSPの受注が拡大、また、通信

インフラ市場においては国内携帯電話基地局の設備投資の縮小によりPLDの受注が減少し、全体的には減

少したものの、中国における3G携帯電話向けインフラ投資の拡大と国内次世代ネットワーク向けにPLD及

び通信用ASSPの受注は堅調に推移しました。当社のアナログICが利用されているパソコン市場におきまし

ても、ネットブックを牽引役とした低価格帯ノートPC向けに受注が持ち直し、民生機器市場に関しまして

は在庫調整が一巡化したデジタル・スチル・カメラ向けアナログICが回復、台湾における液晶パネルメー

カー向けカスタムICも大きく拡大をみせました。これら利益率の低い用途向けへの売上が拡大し、一方で

比較的利益率の高い産業機器向けへの受注が引き続き低迷したこと等により、売上総利益率は低下しまし

た。 

 これらの結果、同事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は65,131百万円（前年同期比4.0%減）、営

業利益は300百万円（前年同期比79.3%減）となりました。 

  

（ネットワーク関連商品事業） 

 当事業におきましては、Webセキュリティ関連装置の売上が堅調に推移、通信用スイッチボードもリプ

レース需要により売上が拡大したものの、景気低迷を背景とした新規案件の減少により帯域制御装置やセ

キュリティ・ソフトウェアなどの売上が減少しました。一方、サービス商品に関しましては着実に拡大を

見せました。 

 これらの結果、同事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は5,714百万円（前年同期比9.9％減）、営

業利益は632百万円（前年同期比48.3％減）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

（日本） 

 当社の主力商品でありますPLDは、後半に携帯電話基地局向け設備投資が一部再開されたものの、産業

機器市場が低迷したため大きく減少しました。一方、通信用ASSPは携帯電話向けに受注が拡大、次世代ネ

ットワーク設備向けも堅調に推移したことで持ち直しを見せました。アナログICに関しては、デジタル・

スチル・カメラの在庫調整の終了及びノートPC市場の需要拡大を背景に回復をみせました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は64,412百万円（前年同期比11.5%減）、営業利益

は575百万円（前年同期比75.6%減）となりました。 

  

（アジア） 

 アジア地域における当社グループの受注は回復をみせました。特に中国の景気刺激政策を背景に台湾液

晶パネルメーカー向けカスタムICビジネスが大きく回復、また、中国の携帯電話基地局設備投資は活発化

・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
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し、シンガポールやタイにおける日本からのデジタル・スチル・カメラやプリンターなどの生産移管案件

も拡大しました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は20,117百万円（前年同期比80.9%増）、営業利益

は633百万円（前年同期比128.4％増）となりました。 

  

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ7,291百万円増加して、純資産は94百万円

減少し、自己資本比率は、60.7%となりました。 

キャッシュ・フローの状況に関しましては、税金等調整前四半期純利益1,282百万円及び仕入債務が増

加したこと等による増加要因があったものの、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等の減少要因があ

り、営業活動によるキャッシュ・フローは2,957百万円の減少となりました。また、有形固定資産の取得

及び無形固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローは308百万円の減少となり、財務活

動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払を行ったことにより、355百万円の減少となりまし

た。 

以上の結果により、当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ4,054百

万円減少し、また新規連結に伴う増加額463百万円を加えることにより、16,431百万円となりました。 

  

平成21年10月22日発表の通期の連結業績予想に変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には

適切に開示してまいります。 

  
  

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 

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のみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

  税金費用の計算 

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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

 工事契約に関する会計基準等の適用 

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」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連

結会計期間より適用し、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分についての成果の確実性が認め

られる受注契約については工事進行基準（工事進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注契約

については工事完成基準を適用しております。  

 なお、この変更による損益に与える影響は、軽微であります。 

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

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 16,791 20,432

受取手形及び売掛金 33,598 24,256

有価証券 12 13

商品 21,942 19,843

その他 4,406 4,481

貸倒引当金 △160 △109

流動資産合計 76,590 68,918

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,362 3,307

機械装置及び運搬具（純額） 21 23

土地 2,746 2,745

その他（純額） 705 769

有形固定資産合計 6,835 6,846

無形固定資産   

のれん 2,044 2,035

その他 1,545 1,763

無形固定資産合計 3,589 3,799

投資その他の資産   

投資有価証券 1,292 1,418

その他 1,843 1,889

貸倒引当金 △109 △123

投資その他の資産合計 3,025 3,184

固定資産合計 13,449 13,830

資産合計 90,040 82,748

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,183 8,963

短期借入金 26 87

未払法人税等 587 702

賞与引当金 622 613

その他 4,391 5,149

流動負債合計 22,812 15,516

固定負債   

長期借入金 10,000 10,012

退職給付引当金 1,941 1,827

役員退職慰労引当金 406 398

その他 226 245

固定負債合計 12,574 12,484

負債合計 35,386 28,000
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,194 11,194

資本剰余金 19,476 19,476

利益剰余金 25,586 25,246

自己株式 △1,088 △1,088

株主資本合計 55,168 54,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 △41

繰延ヘッジ損益 97 －

為替換算調整勘定 △592 △38

評価・換算差額等合計 △514 △80

純資産合計 54,653 54,748

負債純資産合計 90,040 82,748
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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 74,225 70,846

売上原価 62,394 60,985

売上総利益 11,831 9,860

販売費及び一般管理費 9,094 8,744

営業利益 2,736 1,115

営業外収益   

受取利息 47 24

負ののれん償却額 122 8

為替差益 － 413

その他 222 121

営業外収益合計 392 567

営業外費用   

支払利息 75 116

為替差損 446 －

商品補償費用 － 83

その他 188 94

営業外費用合計 711 294

経常利益 2,417 1,388

特別利益   

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 48 －

投資有価証券償還益 － 17

特別利益合計 48 19

特別損失   

たな卸資産評価損 214 －

投資有価証券評価損 23 81

関係会社出資金評価損 － 34

貸倒引当金繰入額 24 －

債務保証損失引当金繰入額 9 －

その他 12 8

特別損失合計 285 125

税金等調整前四半期純利益 2,180 1,282

法人税、住民税及び事業税 857 647

法人税等合計 857 647

四半期純利益 1,322 635
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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 2,180 1,282

減価償却費 491 524

受取利息及び受取配当金 △52 △33

支払利息 75 116

売上債権の増減額（△は増加） △6,455 △9,493

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,250 △2,165

仕入債務の増減額（△は減少） 6,450 8,621

その他 131 △929

小計 △430 △2,077

利息及び配当金の受取額 55 34

利息の支払額 △77 △114

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 232 △800

営業活動によるキャッシュ・フロー △220 △2,957

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 △167 △103

定期預金の払戻による収入 － 134

貸付けによる支出 △1,109 △81

貸付金の回収による収入 901 42

有形固定資産の取得による支出 △209 △143

有形固定資産の売却による収入 － 3

無形固定資産の取得による支出 △598 △81

投資有価証券の取得による支出 △23 △4

投資有価証券の売却による収入 55 5

その他 △573 △79

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,724 △308

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） 420 △67

長期借入金の返済による支出 △12 △12

配当金の支払額 △530 △266

その他 0 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △122 △355

現金及び現金同等物に係る換算差額 △143 △432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,211 △4,054

現金及び現金同等物の期首残高 11,938 20,022

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 463

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,727 16,431
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該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、その他電子デバイス 

ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、サービス 

３  通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、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）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、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は集積回路

及び電子デバイス事業が34百万円、ネットワーク関連商品事業が18百万円それぞれ減少しております。 

  

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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

イ）集積回路及び電子デバイス事業・・・PLD、ASIC、ASSP、アナログIC、メモリー、その他電子デバイス 

ロ）ネットワーク関連商品事業・・・ネットワーク関連のハードウエア、ソフトウエア、サービス 

  

(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】

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)

集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円）

ネットワーク
関連商品事業 
(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

67,880 6,344 74,225 ― 74,225

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ― ―

計 67,880 6,344 74,225 ― 74,225

  営業利益 1,453 1,221 2,675 60 2,736

集積回路及び電
子デバイス事業
（百万円）

ネットワーク
関連商品事業 
（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

65,131 5,714 70,846 ― 70,846

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 65,131 5,714 70,846 ― 70,846

  営業利益 300 632 932 182 1,115
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

３ 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、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）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、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本が38

百万円、アジアが14百万円それぞれ減少しております。 

  
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

  

【所在地別セグメント情報】

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)

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

63,105 11,119 74,225 ― 74,225

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

9,715 ─ 9,715 (9,715) ―

計 72,821 11,119 83,940 (9,715) 74,225

  営業利益 2,356 277 2,633 103 2,736

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)

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

50,728 20,117 70,846 ― 70,846

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

13,684 ─ 13,684 (13,684) ―

計 64,412 20,117 84,530 (13,684) 70,846

  営業利益 575 633 1,208 (93) 1,115
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(注) １ 国又は地域の区分は、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 

    イ）アジア・・・中国、香港、台湾、シンガポール 

    ロ）その他・・・米国 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、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 

    イ）アジア・・・中国、香港、台湾、マレーシア 

    ロ）その他・・・米国 

  
  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

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)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,140 446 13,587

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 74,225

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.7 0.6 18.3

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)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 21,373 241 21,614

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 70,846

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

30.2 0.3 30.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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