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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 110,780 4.4 2,405 △12.9 2,488 △19.7 1,258 △19.7
21年3月期第3四半期 106,063 ― 2,763 ― 3,098 ― 1,567 ―

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3四半期 71.07 ―
21年3月期第3四半期 88.53 ―

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3四半期 88,499 54,854 62.0 3,098.44
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3四半期  54,854百万円 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  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 145,000 10.2 2,750 54.7 2,800 76.5 1,500 ― 84.73
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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3四半期 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3四半期  406,430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3四半期 17,703,889株 21年3月期第3四半期 17,704,002株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、中国をはじめとする新興国需要の牽引による輸出の持ち直

し、それと並行して家電製品や自動車などの製造業の持ち直し傾向が持続しました。個人消費におきまし

ても、政府の経済政策が奏功し、家計消費は堅調に推移しました。一方、企業の設備投資や家計所得動向

は明確な持ち直しの兆しが見られず、依然景気回復への先行き不透明な状況が続きました。 

  

当社の属するエレクトロニクス産業におきましては、家電購入補助政策や旧正月商戦に向けた在庫補充

の動きが活発化するなど中国市場における液晶テレビが好調に推移し、また新興国需要の拡大により、携

帯電話、スマートフォンが堅調に推移するなど民生機器市場は引き続き回復を見せました。パソコン市場

は、IT投資抑制のため企業向けPCの需要が依然低迷したものの、Windows7効果に加えて新興国での新規ユ

ーザ拡大により消費者向けPCの需要が伸張しました。一方、産業機器市場においては、企業の設備投資抑

制により復調の兆しが見られず、引き続き低調に推移しました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は110,780百万円（前年同期比4.4%増）、営業利益は

2,405百万円（前年同期比12.9%減）、また経常利益は2,488百万円（前年同期比19.7%減）となり、当第３

四半期連結累計期間の純利益は1,258百万円（前年同期比19.7％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、通信インフラ市場が国内外の携帯電話基地局の設備投資の回復によりPLDや通

信用ASSPが好調に推移しました。パソコン市場に関しましては、ネットブックを牽引役とした低価格帯ノ

ートPC向けにアナログICの受注が持ち直しました。民生機器市場は、景気刺激策、年末商戦の影響を受け

液晶テレビ向けASICやデジタル・スチル・カメラ向けアナログICが好調に推移しました。産業機器市場に

おきましては、一部鉄道市場向けや車載市場向けが回復したものの、企業の設備投資抑制の影響を受け、

本格回復には至りませんでした。これらの結果、同事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は102,321

百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益は1,194百万円（前年同期比23.8％増）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、インターネット関連機器、通信用スイッチボードが堅調に推移したものの、景

気低迷を背景とした新規大型案件の減少によりセキュリティ・ソフトウェアなどの売上が減少しました。

これらの結果、同事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は8,459百万円（前年同期比9.4％減）、営業

利益は984百万円（前年同期比42.3％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、携帯電話基地局向けが堅調に推移したものの、産業機器市場が低迷

したため減少しました。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

推移しました。アナログICは、ノートPC向け、デジタル・スチル・カメラ向けが好調に推移しました。ま

た、ネットワーク関連商品は、企業の設備・IT投資抑制の影響を受け低調に推移しました。これらの結

果、当第３四半期連結累計期間の売上高は100,550百万円（前年同期比3.4%減）、営業利益は1,560百万円

（前年同期比36.4%減）となりました。 

  

（アジア） 

 中国を中心とした携帯電話設備投資の活況によりPLD、アナログICなどが好調に推移しました。台湾の

液晶パネルメーカー向けカスタムICビジネスは、大口顧客が仕入先直販化となり一部減少したものの、中

国市場における薄型テレビ市場の更なる拡大により伸張しました。デジタル・スチル・カメラ向けアナロ

グIC、プリンタ向けASSPなど日本からの生産移管案件も堅調に推移しました。これらの結果、当第３四半

期連結累計期間の売上高は30,472百万円（前年同期比101.6%増）、営業利益は883百万円（前年同期比

189.7%増）となりました。 

・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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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5,750百万円増加して、純資

産は105百万円増加し、自己資本比率は、62.0%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2,310百万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7,328百万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720百万円の減少となり、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、597百万円の減少となりまし

た。 

以上の結果により、当第３四半期連結会計期間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8,915百万円減少し、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、11,570百万円となり

ました。 

  

当社の属するエレクトロニクス業界は、各国政府の需要刺激策の効果や在庫調整の一巡化等を背景に、

家電製品や通信機器メーカーなどを中心に持ち直し傾向が持続しております。このような環境の中で当社

では、携帯電話、通信機器、低価格帯ノートパソコン、デジタル・スチル・カメラ、薄型テレビなどの用

途向けに当社扱い集積回路の受注の回復が継続しております。また、アジアにおいても台湾液晶パネルメ

ーカー向けビジネスの回復、日本からの生産移管案件の拡大など、順調に推移してきました。 

 このような事業環境と当社の収益状況を踏まえた結果、平成22年３月期の通期業績予想を修正しており

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３四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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,659 20,432

受取手形及び売掛金 37,359 24,256

有価証券 12 13

商品 21,685 19,843

その他 4,584 4,481

貸倒引当金 △151 △109

流動資産合計 75,150 68,918

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,316 3,307

機械装置及び運搬具（純額） 20 23

土地 2,746 2,745

その他（純額） 653 769

有形固定資産合計 6,736 6,846

無形固定資産   

のれん 2,055 2,035

その他 1,470 1,763

無形固定資産合計 3,526 3,799

投資その他の資産   

投資有価証券 1,311 1,418

その他 1,882 1,889

貸倒引当金 △107 △123

投資その他の資産合計 3,086 3,184

固定資産合計 13,348 13,830

資産合計 88,499 82,748

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,698 8,963

短期借入金 51 87

未払法人税等 1,022 702

賞与引当金 513 613

その他 4,750 5,149

流動負債合計 21,035 15,516

固定負債   

長期借入金 10,000 10,012

退職給付引当金 1,975 1,827

役員退職慰労引当金 411 398

その他 223 245

固定負債合計 12,609 12,484

負債合計 33,645 28,000
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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 25,943 25,246

自己株式 △1,089 △1,088

株主資本合計 55,525 54,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13 △41

繰延ヘッジ損益 △227 －

為替換算調整勘定 △457 △38

評価・換算差額等合計 △671 △80

純資産合計 54,854 54,748

負債純資産合計 88,499 82,748
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 106,063 110,780

売上原価 89,894 94,924

売上総利益 16,169 15,856

販売費及び一般管理費 13,406 13,450

営業利益 2,763 2,405

営業外収益   

受取利息 57 30

負ののれん償却額 183 12

為替差益 260 247

その他 199 185

営業外収益合計 701 475

営業外費用   

支払利息 111 170

債権譲渡損 126 －

商品補償費用 － 84

その他 128 137

営業外費用合計 366 393

経常利益 3,098 2,488

特別利益   

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 48 4

投資有価証券償還益 － 17

特別利益合計 48 23

特別損失   

たな卸資産評価損 214 －

投資有価証券評価損 29 81

出資金評価損 － 57

関係会社出資金評価損 － 34

貸倒引当金繰入額 30 －

債務保証損失引当金繰入額 9 －

その他 14 26

特別損失合計 299 201

税金等調整前四半期純利益 2,848 2,310

法人税、住民税及び事業税 1,281 1,052

法人税等合計 1,281 1,052

四半期純利益 1,567 1,258
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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利益 2,848 2,310

減価償却費 771 799

受取利息及び受取配当金 △62 △39

支払利息 111 170

売上債権の増減額（△は増加） △402 △13,180

たな卸資産の増減額（△は増加） 245 △1,836

仕入債務の増減額（△は減少） 1,512 6,045

その他 △538 △158

小計 4,485 △5,889

利息及び配当金の受取額 64 46

利息の支払額 △106 △195

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △99 △1,289

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,342 △7,328

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 △477 △109

定期預金の払戻による収入 － 449

貸付けによる支出 △1,131 △225

貸付金の回収による収入 911 100

有形固定資産の取得による支出 △246 △313

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 △654 △113

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 7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△3,605 －

その他 △637 △514

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,807 △720

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） △2,314 △28

長期借入れによる収入 8,000 －

長期借入金の返済による支出 △25 △25

配当金の支払額 △779 △529

その他 0 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,880 △597

現金及び現金同等物に係る換算差額 △462 △269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,953 △8,915

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 14,891 11,570
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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、第３四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111百万円、ネットワーク関連商品事業が22百万円それぞれ減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

96,724 9,339 106,063 ― 106,063

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ― ―

計 96,724 9,339 106,063 ― 106,063

  営業利益 965 1,706 2,671 91 2,763

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

102,321 8,459 110,780 ― 110,780

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 102,321 8,459 110,780 ― 110,780

  営業利益 1,194 984 2,179 226 2,405
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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、第３四半期連結累計期間の営業利益は日本が126百

万円、アジアが７百万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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

90,949 15,113 106,063 ― 106,063

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

13,116 ─ 13,116 (13,116) ―

計 104,066 15,113 119,180 (13,116) 106,063

  営業利益 2,455 305 2,760 2 2,763

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

80,308 30,472 110,780 ― 110,780

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

20,241 0 20,241 (20,241) ―

計 100,550 30,472 131,022 (20,241) 110,780

  営業利益 1,560 883 2,444 (38) 2,405
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 18,026 640 18,667

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 106,063

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.0 0.6 17.6

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 32,409 299 32,709

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 110,780

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

29.3 0.2 29.5

(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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