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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 9,336 △40.9 △263 ― △273 ― △182 ―
21年3月期第2四半期 15,804 ― 239 ― 258 ― 127 ―

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 △19.16 ―
21年3月期第2四半期 13.38 ―

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 19,682 11,241 57.1 1,181.06
21年3月期 20,439 11,395 55.8 1,197.19

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,241百万円 21年3月期  11,395百万円

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  
当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日をにおける配当予想額は未定であります。 

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 ― 6.50 ― 3.50 10.00
22年3月期 ― 3.50
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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 22,600 △20.2 △190 ― △185 ― △125 ― △13.13



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） 

(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30日開示の「平成22年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」及
び、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。 
2．期末の配当につきましては、今後の業績の見通しが極めて不透明であることから、現時点では未定とさせていただき、今後の業績推移や事業環境など
を勘案した上で、配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
3．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。 

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 9,969,297株 21年3月期  9,969,297株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  451,175株 21年3月期  451,032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 9,518,146株 21年3月期第2四半期 9,518,731株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年より継続している世界的な景気後退の影響を受け、企業

の設備投資が低いレベルで推移するとともに、深刻な雇用不安などから個人消費も低迷しており、生産・輸出に回

復の傾向が見られるものの、景気の先行きは不透明な状態が続いております。 

このような厳しい情勢のもとで当社グループは、支店の統廃合を含めた徹底的なコスト削減を行うとともに、組

込ビジネス向けPC/サーバの拡販に注力いたしました。新製品としてSATA/PATA変換モジュールの設計・開発を行

い、車載LAN、USBの学習用ボード「bits pot」を国内外へ展開するなど、事業領域の拡大に努めてまいりました。

しかし、主要顧客である電機メーカーの在庫調整・生産調整の影響を受け需要が大幅に減少したため、当第２四半

期連結累計期間の売上高は93億36百万円（前年同期比40.9％減）、営業損失は２億63百万円（前年同期は２億39百

万円の営業利益）、経常損失２億73百万円（前年同期は２億58百万円の経常利益）、四半期純損失１億82百万円

（前年同期は１億27百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（1）電子デバイス部門 

半導体関連は、自動車向けに回復の兆しが見えたものの、FA向けでは、世界的な景気後退による設備投資抑制に

より在庫調整・生産調整が続き、大幅に減少しました。電源用パワーデバイスおよび空調機器向けセンサーは、在

庫調整の進展と中国向けの輸出が回復し、後半から増加基調へと転じましたが、全体としては低迷しました。ま

た、電子部品はデジタルカメラ、ヘッドフォン向けスイッチが堅調に推移しましたが、通信機器、アミューズメン

ト関連機器向けスイッチ・ボリュームは顧客の在庫調整により大幅に減少しました。その結果、売上高は42億96百

万円（前年同期比41.6％減）となりました。 

（2）情報機器部門 

電子機器関連では、企業向けの3.5インチHDDが設備投資抑制により減少し、2.5インチHDDもコンシューマー市場

向けの価格競争の激化により厳しい状況が続きました。海外製3.5インチHDDは、顧客の複数ベンダーでの採用が継

続され当初予算から半減する状況となりました。組込ビジネス向けPC/サーバは、流通システムおよびITソリューシ

ョン用途の新規商談獲得により好調に推移しました。また、サプライビジネスにおいては、医療向けは好調だった

ものの、金融・製造向けは経費削減の動きが加速し低迷しました。オフィスビジネスにおいては、リニューアル関

連の商談は低調でしたが、災害対策、セキュリティ対策用品は堅調に推移しました。その結果、売上高は45億40百

万円（前年同期比38.6％減）となりました。 

（3）プロダクト部門 

自社製品のマイコンの学習用ボード「bits pot」は、欧米で企業向け、国内では教育関連向けとして、ワイヤレ

スコール（ピコル）は、工場向けの生産性向上アイテムとして導入の動きが見られました。EMSビジネスは、サーバ

のキッティングなどは堅調に推移しましたが、産業用PCのキッティング関連は非常に厳しい状況で推移しました。

加えて、カラオケ関連製品は、市況悪化による生産調整を受け大幅に減少しました。開発部門においても、新規開

発物件の中止や延期、内製化による外部委託の抑制等により厳しい状況で推移しました。その結果、売上高は５億

円（前年同期比52.8％減）となりました。 

  

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億56百万円減少し、196億82百万円となりました。この

主な要因は、現金及び預金の増加、売上債権の減少等によるものであります。純資産は112億41百万円となり、前

連結会計年度末に比べ１億53百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金の減少等によるものでありま

す。これらの結果、自己資本比率は57.1％と前連結会計年度末に比べ1.3％増加となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は19億８百万円（前年同期は４億24百万円の使用）となりました。これは主に売上

債権の減少21億６百万円等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） 

投資活動の結果得られた資金は３億92百万円（前年同期は９億38百万円の使用）となりました。これは主に定期

預金の払戻による収入９億円、投資有価証券の取得による支出５億16百万円等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



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は２億84百万円（前年同期は２億46百万円の使用）となりました。これは主に借入

金の返済２億50百万円、配当金の支払32百万円等によるものであります。 

  

  

当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、通期業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月15日に公表しま

した連結業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、平成21年10月30日公表の「平成22年3月期通期業績

予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。なお、平成21年５月15日に公表いたしました通期連結業績予想と

の差異は以下のとおりです。 

（通期） 

  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

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固定資産の減価償却費の算定方法は、当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 

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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用しております。 

 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

  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 

前回発表予想（Ａ）  25,600  110  100  50  5.25

今回修正予想（Ｂ）  22,600  △190  △185  △125  △13.13

増減額（Ｂ－Ａ）  △3,000  △300  △285  △175 － 

増減率（％）  △11.7 － － － － 

前期実績  28,328  201  208  73  7.72

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：千円）

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 7,590,451 5,594,038

受取手形及び売掛金 6,310,556 8,443,686

たな卸資産 1,672,767 2,007,568

その他 248,240 221,424

貸倒引当金 △2,308 △8,374

流動資産合計 15,819,706 16,258,343

固定資産   

有形固定資産 1,787,396 1,798,418

無形固定資産 74,175 84,451

投資その他の資産   

投資有価証券 1,193,727 592,921

その他 835,631 1,733,102

貸倒引当金 △27,646 △28,182

投資その他の資産合計 2,001,712 2,297,841

固定資産合計 3,863,285 4,180,710

資産合計 19,682,991 20,439,054

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,133,118 4,475,950

短期借入金 2,918,822 3,174,463

賞与引当金 127,696 148,770

その他 216,315 195,334

流動負債合計 7,395,951 7,994,519

固定負債   

退職給付引当金 977,105 961,668

役員退職慰労引当金 56,830 75,005

その他 11,656 12,650

固定負債合計 1,045,591 1,049,325

負債合計 8,441,543 9,043,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,852,717 2,852,717

資本剰余金 3,205,863 3,205,863

利益剰余金 5,337,242 5,552,964

自己株式 △163,233 △163,200

株主資本合計 11,232,589 11,448,346

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56,957 △26,753

為替換算調整勘定 △48,099 △26,383

評価・換算差額等合計 8,857 △53,136

純資産合計 11,241,447 11,395,209

負債純資産合計 19,682,991 20,439,054



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 15,804,875 9,336,954

売上原価 14,242,651 8,420,724

売上総利益 1,562,224 916,230

販売費及び一般管理費 1,322,876 1,179,902

営業利益又は営業損失（△） 239,348 △263,672

営業外収益   

受取利息 15,251 10,776

受取配当金 15,225 8,645

仕入割引 1,841 973

為替差益 9,046 －

その他 5,586 8,099

営業外収益合計 46,950 28,494

営業外費用   

支払利息 27,087 20,644

為替差損 － 16,934

その他 261 460

営業外費用合計 27,348 38,039

経常利益又は経常損失（△） 258,949 △273,217

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,536 6,065

その他 － 699

特別利益合計 5,536 6,765

特別損失   

投資有価証券評価損 6,093 －

固定資産除却損 256 592

特別損失合計 6,350 592

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（△）

258,135 △267,045

法人税等 130,790 △84,636

四半期純利益又は四半期純損失（△） 127,345 △182,408



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,338,080 4,900,567

売上原価 7,515,933 4,391,110

売上総利益 822,147 509,457

販売費及び一般管理費 670,487 605,615

営業利益又は営業損失（△） 151,659 △96,158

営業外収益   

受取利息 11,406 7,853

受取配当金 431 254

仕入割引 792 484

その他 4,072 2,075

営業外収益合計 16,703 10,666

営業外費用   

支払利息 13,663 9,928

為替差損 19,087 13,172

その他 110 65

営業外費用合計 32,861 23,165

経常利益又は経常損失（△） 135,500 △108,657

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,536 －

その他 － 699

特別利益合計 5,536 699

特別損失   

投資有価証券評価損 6,093 －

固定資産除却損 256 592

特別損失合計 6,350 592

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（△）

134,686 △108,550

法人税等 48,123 △40,305

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,563 △68,245



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

258,135 △267,045

減価償却費 15,129 14,331

のれん償却額 6,469 6,469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,536 △6,601

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,144 △21,074

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,150 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,965 15,436

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,810 △18,175

受取利息及び受取配当金 △30,476 △19,421

支払利息 27,087 20,644

為替差損益（△は益） △27,822 6,420

その他の営業外損益（△は益） △7,165 △8,612

固定資産除却損 256 592

投資有価証券評価損益（△は益） 6,093 －

その他の特別損益（△は益） － △699

売上債権の増減額（△は増加） 81,655 2,106,041

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,432 314,968

仕入債務の増減額（△は減少） △493,217 △308,602

その他 △56,281 50,247

小計 △292,622 1,884,919

利息及び配当金の受取額 30,476 16,747

利息の支払額 △42,977 △31,573

法人税等の支払額 △126,629 △4,000

法人税等の還付額 － 37,220

その他の収入 7,503 5,526

営業活動によるキャッシュ・フロー △424,248 1,908,840

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 △900,000 －

定期預金の払戻による収入 － 900,000

有形固定資産の取得による支出 △1,918 △777

投資有価証券の取得による支出 △29,079 △516,738

投資有価証券の売却による収入 20,000 －

子会社株式の取得による支出 △5,481 －

貸付けによる支出 △21,000 －

貸付金の回収による収入 747 1,043

その他 △1,356 8,938

投資活動によるキャッシュ・フロー △938,087 392,466

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △21,200 △250,000

自己株式の取得による支出 △155,439 △33

配当金の支払額 △69,124 △32,976

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,396

少数株主への配当金の支払額 △630 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △246,395 △284,406

現金及び現金同等物に係る換算差額 36,932 △20,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,571,799 1,996,398

現金及び現金同等物の期首残高 6,470,400 5,589,013

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,898,601 7,585,412



 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）  

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービスの

提供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っており、単一の事業活動を営んでおりますので、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４月１日 至 平成21年９月30日） 

当連結グループは、生産部材としての電子デバイス製品、電子機器、これらに係る受託設計開発サービスの

提供及びコンピュータサプライ用品の販売を行っており、単一の事業活動を営んでおりますので、その記載を

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、中国 

  

（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 

（千円） 
アジア 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 13,757,240 2,047,634 15,804,875  －  15,804,875

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
657,063 6,250 663,313 (663,313)  －

計 14,414,304 2,053,885 16,468,189 (663,313)  15,804,875

営業利益 229,753 12,581 242,335 (2,987)  239,348

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 8,200,320 1,136,634 9,336,954  －  9,336,954

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
188,753 2,440 191,194 (191,194)  －

計 8,389,074 1,139,074 9,528,148 (191,194)  9,336,954

営業利益又は損失（△） △269,492 1,687 △267,805  4,132  △263,672



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．各区分に属する主な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、中国 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,120,264  2,120,264

Ⅱ 連結売上高（千円）    15,804,875

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
 13.4  13.4

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,217,509  18,516  1,236,025

Ⅱ 連結売上高（千円）     9,336,954

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
 13.0  0.2  13.2

（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
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