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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 92,841 △12.9 2,434 △3.3 2,656 0.7 1,745 4.0
21年3月期第3四半期 106,581 ― 2,516 ― 2,639 ― 1,678 ―

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 107.91 ―

21年3月期第3四半期 103.78 ―

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 66,991 36,397 54.3 2,250.37
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3四半期  36,397百万円 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  
 

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 126,000 △2.5 2,900 28.8 2,900 15.3 1,850 153.6 114.38
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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10月26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3四半期 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3四半期  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3四半期 16,173,844株 21年3月期第3四半期 16,173,844株
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  当第３四半期連結累計期間における経済環境は、米国発の金融危機による世界的な景気後退が、各国の景気刺激策

や、アジアを中心とした新興国の成長に支えられて回復の兆しが見られるものの、依然として予断を許さない状況に

あります。 

 国内では、中国やアジアを中心とした新興国向けの輸出が堅調なことに加えて、政府の経済対策や大企業を中心と

した在庫調整、コスト削減により企業収益は持ち直しつつありますが、設備投資は依然として低水準にあり、更には

雇用・所得情勢の悪化、デフレの長期化、円高などによる景気の二番底の懸念が捨てきれない不透明な状況が続いて

おります。 

 エレクトロニクス業界におきましては、低価格帯のノート型パソコンの需要が堅調に推移し、「エコカー減税」・

「エコポイント」といった政府の経済対策により、ハイブリッド車などの環境に優れた自動車向けや、薄型テレビな

どの省エネ製品に対する需要が喚起されましたが、市場全体としての本格的な回復には至っておりません。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も激しさを増し、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、通信機器及び家電

機器向けの減少により前年同期比14.8％減の752億27百万円、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32.3％減の57億３百万円、その他に区分されている品目では液晶パネルの売上が増加したこと

により、同20.1％増の119億10百万円、この結果、当第３四半期の売上高は前年同期比12.9％減の928億41百万円とな

りました。 

 利益面では、売上高減少に伴い売上総利益が同5.2％減の101億14百万円、営業利益が同3.3％減の24億34百万円と

なりましたが、支払利息が減少したことにより、経常利益は同0.7％増の26億56百万円となりました。この結果、当

第３四半期純利益は同4.0％増の17億45百万円となりました。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は669億91百万円となり、前連結会計年度末比139億24百万円の増加と

なりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加118億９百万円、無形固定資産の増加７億６百万円によるもの

であります。 

 なお、純資産は363億97百万円となり、前連結会計年度末比12億24百万円の増加となりました。主な要因は、利益

剰余金が12億60百万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３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は21億35百万円となり、前連結会計年度末と比較

して１億28百万円の増加となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は81億32百万円の支出（前年同期は21億55百万円の支出）となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純利益27億38百万円、売上債権の増加118億84百万円、仕入債務の増加31億62百万

円及び法人税等の支払額16億82百万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５億25百万円の支出（前年同期は１億10百万円の支出）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５億11百万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87億96百万円の収入（前年同期は16億91百万円の収入）となりました。 

主な要因は、短期借入金の増加額92億77百万円及び配当金の支払額４億66百万円によるものであります。 

  

  

 当第３四半期の業績を勘案し、平成21年10月26日に公表いたしました平成22年３月期の業績予想を修正いたしまし 

た。 

 なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成22年１月28日）公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

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３四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棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

③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する方法により算定し

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 

  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 2,135 2,007

受取手形及び売掛金 40,847 29,038

商品 13,655 14,205

繰延税金資産 755 954

その他 2,607 916

貸倒引当金 △55 △84

流動資産合計 59,946 47,038

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 263 314

工具、器具及び備品（純額） 85 110

その他（純額） 33 41

有形固定資産合計 381 466

無形固定資産   

のれん 39 56

その他 915 191

無形固定資産合計 954 247

投資その他の資産   

投資有価証券 3,934 3,668

繰延税金資産 821 684

その他 963 971

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 5,709 5,313

固定資産合計 7,045 6,028

資産合計 66,991 53,066
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,054 9,926

短期借入金 12,343 3,093

未払法人税等 274 1,003

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 248 331

補償損失引当金 － 122

その他 2,626 1,692

流動負債合計 28,547 16,170

固定負債   

繰延税金負債 0 4

退職給付引当金 1,976 1,670

その他 69 49

固定負債合計 2,046 1,723

負債合計 30,594 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 27,545 26,285

自己株式 △0 △0

株主資本合計 37,563 36,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △1,167 △1,130

評価・換算差額等合計 △1,166 △1,130

純資産合計 36,397 35,172

負債純資産合計 66,991 53,066
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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 106,581 92,841

売上原価 95,912 82,727

売上総利益 10,669 10,114

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 165 －

従業員給料及び賞与 3,225 2,939

賞与引当金繰入額 185 247

退職給付費用 366 421

賃借料 824 789

その他 3,385 3,281

販売費及び一般管理費合計 8,152 7,680

営業利益 2,516 2,434

営業外収益   

受取利息 15 0

持分法による投資利益 268 337

その他 38 23

営業外収益合計 323 361

営業外費用   

支払利息 126 19

為替差損 43 95

その他 30 23

営業外費用合計 200 139

経常利益 2,639 2,656

特別利益   

前期損益修正益 8 60

投資有価証券売却益 69 －

貸倒引当金戻入額 － 10

補償損失引当金戻入額 － 20

特別利益合計 78 90

特別損失   

固定資産除却損 3 1

ゴルフ会員権評価損 14 －

退職特別加算金 － 8

特別損失合計 17 9

税金等調整前四半期純利益 2,700 2,738

法人税、住民税及び事業税 1,134 933

法人税等調整額 △112 59

法人税等合計 1,021 993

四半期純利益 1,678 1,745
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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 2,700 2,738

減価償却費 219 167

のれん償却額 180 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 199 305

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） △229 △82

貸倒引当金の増減額（△は減少） 148 △2

補償損失引当金の増減額（△は減少） － △122

受取利息及び受取配当金 △15 △0

支払利息 126 19

持分法による投資損益（△は益） △268 △337

投資有価証券売却損益（△は益） △69 －

固定資産除却損 3 1

ゴルフ会員権評価損 14 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,588 △11,884

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,804 506

仕入債務の増減額（△は減少） 1,261 3,162

未収消費税等の増減額（△は増加） 149 △214

未払消費税等の増減額（△は減少） － △78

その他 448 △683

小計 △1,561 △6,488

利息及び配当金の受取額 71 56

利息の支払額 △127 △18

法人税等の支払額 △537 △1,682

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,155 △8,132

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 △149 △26

無形固定資産の取得による支出 △55 △511

投資有価証券の売却による収入 90 －

その他 4 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △110 △525

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） 2,199 9,277

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22 △15

配当金の支払額 △485 △466

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,691 8,796

現金及び現金同等物に係る換算差額 △193 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △768 128

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 2,378 2,135
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 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間及び当第３四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） 

（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……シンガポール、香港、中国、タイ、インド 

          (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３四半期連結累計期間の

営業利益が日本で４億42百万円、アジアで１億７百万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 平成18年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３四半期連結累計期間の営業利益がアジアで１億円減少しております。 

  

（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  65,348  40,919  313  106,581  －  106,581

  (2)セグメント間の内部売上高  19,780  343  2  20,126 ( ) 20,126  －

計   85,128  41,263  316  126,708 ( ) 20,126  106,581

営業費用  82,809  41,061  348  124,219 ( ) 20,154  104,064

営業利益（又は営業損失）  2,319  202  ( ) 32  2,489  27  2,516
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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．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……シンガポール、香港、中国、タイ、インド、マレーシア 

          (2)北米………米国 

      

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） 

（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、マレーシア他 

    (2)北米………米国、カナダ 

    (3)その他……イスラエル、チェコ他 

   ３．海外売上高は、当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。 

  

  
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  66,356  26,034  451  92,841  －  92,841

  (2)セグメント間の内部売上高  15,542  478  41  16,062 ( ) 16,062  －

計   81,898  26,513  492  108,903 ( ) 16,062  92,841

営業費用  79,569  26,477  474  106,521 ( ) 16,113  90,407

営業利益  2,329  35  17  2,382  51  2,434

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  48,971     1,371  129  50,472

Ⅱ 連結売上高（百万円）        106,581

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 46.0  1.3  0.1  47.4
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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．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、カナダ他 

    (3)その他……チェコ、イスラエル他 

   ３．海外売上高は、当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。 

  

 該当事項はありません。 

  

品目別販売実績  

  

  

  

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  36,483     714  74  37,271

Ⅱ 連結売上高（百万円）        92,841

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 39.3  0.7  0.1  40.1

（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） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

 半導体  88,247  82.8  75,227  81.0

 情報通信機器及び応用システム  8,419  7.9  5,703  6.2

 その他  9,914  9.3  11,910  12.8

合計  106,581  100.0  92,841  100.0
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