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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 11,725 △26.7 △175 ― △237 ― △195 ―

21年3月期第3四半期 16,006 ― 99 ― 79 ― △365 ―

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 △20.16 ―

21年3月期第3四半期 △37.71 ―

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 14,244 8,978 63.0 927.08
21年3月期 13,525 9,332 69.0 963.60

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,978百万円 21年3月期  9,332百万円

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

12.00 12.00

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 16,320 △17.2 △127 ― △208 ― △168 ― △17.35
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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）  有  
新規  １社（社名 株式会社ハイレル） 
（注）詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４. その他をご覧ください。 

(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  無  

(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 

・平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
・業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と異なる場合があり
ます。なお、予想数値に関する事項は、５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。 

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 9,903,800株 21年3月期  9,903,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  218,945株 21年3月期  218,945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 9,684,855株 21年3月期第3四半期 9,684,856株
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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 
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の回復に後押しされ、その足取りは

不確かながらも、輸出や生産を中心に持ち直しに転じてきました。しかしながら、その水準は依然低
く、加えて、円高圧力の再燃とデフレの進行が持ち直してきた景気の腰を折り、「二番底」に陥りか
ねないといった懸念も浮上し、先行き不安を抱えたまま推移しました。 

当企業集団を取り巻く環境も、新興国向け需要に加え、国内の家電製品向けエコポイントやエコカ
ー減税などの政策が消費を下支えたこともあり、先ず民生用機器向け需要が回復したほか、産業用機
器向け需要もようやく底入れし、受注が入り始めております。しかしながら、一昨年秋のリーマン・
ショック以降、需要が激減し、収縮した需要のパイを奪い合うべく、競合各社間で熾烈な販売競争を
繰り広げているほか、円高とデフレが企業心理に影を落とし、設備投資計画が過去 大のマイナス幅
を記録するなど、引き続き厳しい状況が続いております。 

このような環境のもと、需要の回復と相俟って、一部の携帯電話向けビジネスが好調に推移すると
ともに、デジタル一眼レフカメラや、セットトップボックス、ブルーレイ向け商品などが、堅調な売
上げの伸びを示すことができました。また、自動車向けビジネスも拡販活動が効を奏し、車載情報機
器分野を中心に採用案件が広がっております。更には、販売テリトリの獲得に伴い通信インフラ向け
ビジネスが拡大したほか、新規に獲得した仕入先商品の早期立ち上げにも努力を傾注し、相応の手ご
たえを感じております。しかしながら、得意分野である産業用機器向けは 悪期を脱し、受注回復の
兆しがみられるものの、先行き不透明感を背景に、企業の投資抑制は一段と強まっているほか、個人
消費にも力強さはみられず、総じて厳しい対応を余儀なくされました。 

利益面については、産業用機器向けの回復による売上総利益率の確保に加え、業務の合理化、効率
化はもちろんのこと、固定費の圧縮を含む徹底したコスト削減や、半導体素子等検査事業からの撤退
に伴う主力の同販売事業への経営資源の集中など、将来を見据えた収益基盤の再構築による体質改善
に鋭意努めた結果、第２四半期は第１四半期に比べ赤字幅が縮小し、第３四半期では黒字化を達成す
ることができました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績については、収益状況は確実に改善傾向にあるものの、
累計では赤字を避けられず、売上高が117億２千５百万円(前年同期比26.7％減)、営業損失が１億７千
５百万円(前年同期は営業利益９千９百万円)、経常損失が２億３千７百万円(前年同期は経常利益７千
９百万円)、四半期純損失が１億９千５百万円(前年同期は四半期純損失３億６千５百万円)となりまし
た。 

 
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
(半導体素子等販売事業) 

主力のＩＣ・半導体においては、限られたパイの中で販売テリトリの獲得に成功した仕入先商品
が大きく寄与したほか、一部の携帯電話向けビジネスも需要の回復と販売テリトリの拡大により、
売上げを伸ばすことができました。また、太陽光発電システム向けやセットトップボックス向けも
着実に推移するとともに、デジタル一眼レフカメラ向けや車載情報機器向けでも、一部商品の受注
が大きく好転しました。一方、低迷の続いた産業用機器向けも回復基調に転じ、全体としては改善
がみられ、計画を達成するも、従前の水準に回復するまでには至りませんでした。その結果、当第
３四半期連結累計期間の売上高は97億８千万円(前年同期比29.0％減)となりました。 

電子部品においては、業務用機器向けコネクタ及び液晶パネル用バックライトモジュールが、引
き続き好調裡に推移しました。加えて、交通監視システム向け電源や、新規仕入先のアミューズメ
ント機器向け液晶パネルも売上げに貢献し、主力である航空機内用エンターテイメント設備向け電
源の落ち込みを補う形となりましたが、計画に対し僅かに届かず、その結果、当第３四半期連結累
計期間の売上高は10億７千万円(前年同期比9.5％減)となりました。 

電子機器においては、量産化された通信機器向け開発案件に加え、医療機器向けサーバが安定し
た売上げを記録したほか、新規仕入先のサーバ向け監視装置も大きく貢献しました。その結果、オ
リジナルボード製品ビジネスの縮小や、設備投資の低迷が続く産業用機器向けの落ち込みをカバー
するに至り、当第３四半期連結累計期間の売上高は７億１千９百万円(前年同期比3.0％増)となりま
した。 

この結果、同販売事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は115億７千万円(前年同期比
26.1％減)、営業損失は１億８千１百万円(前年同期は営業利益１億４千５百万円)となりました。 

 

(半導体素子等検査事業) 

半導体素子等検査事業においては、連結子会社のテスミック株式会社が担当しておりますが、平
成21年５月14日付で公表しましたとおり、今後は主力の半導体素子等販売事業に経営資源を集中す
ることとして、同検査事業からの撤退を決定しております。撤退作業は滞りなく進み、一部の業務
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を除き、 終段階に至っております。 
その結果、同検査事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は１億５千４百万円(前年同期

比54.8％減)、営業利益は４百万円(前年同期は営業損失４千６百万円)となりました。 
 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は142億４千４百万円であり、前連結会計年度末に比べ７億
１千８百万円増加しました。このうち、流動資産は４億６百万円増加の119億２千３百万円、固定資
産は３億１千１百万円増加の23億２千万円でした。流動資産の増加は主として、受取手形及び売掛
金の増加によるもので、固定資産の増加は主として、時価評価により投資有価証券が増加したこと
と、連結子会社の増加によるものであります。 

総負債は52億６千５百万円であり、前連結会計年度末に比べ10億７千２百万円増加しました。総
負債の増加は主として、支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

純資産は89億７千８百万円であり、前連結会計年度末に比べ３億５千３百万円減少しました。純
資産の減少は主として、利益剰余金の減少によるものであります。 

これにより、自己資本比率は63.0％と、前連結会計年度末に比べ6.0％減少しました。 
 

(2) キャッシュ・フローの状況 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間は３億３千９百万円(前第３四
半期連結累計期間：11億４千４百万円)であります。 

これは主として、税金等調整前四半期純損失が１億８千９百万円(前第３四半期連結累計期間：２
億９千１百万円の税金等調整前四半期純損失)となり、たな卸資産が８億９千６百万円の減少、売上
債権が７億９千万円の増加、仕入債務が５億４千３百万円の増加となったこと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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間は△３億４千７百万円(前第３
四半期連結累計期間：△２億６千４百万円)であります。 

これは主として連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入２億７千４百万円、有価証券
の取得による支出２億９千９百万円、投資有価証券の取得による支出１億４千万円、貸付による支
出２億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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結累計期間は△８千２百万円(前第３四半
期連結累計期間：△４億１百万円)であります。 

これは主として、長期借入れによる収入２億１千万円、長期借入金の返済による支出１億円、配
当金の支払額１億９千３百万円によるものであります。 

 
これにより、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、現金及び現金同等物に

係る換算差額△１千９百万円を加味し、前連結会計年度末から△１億１千万円減少し、33億６千６
百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しについては、新興国主導の景気回復が鮮明となる中で、デフレによる需要収縮と、急
激な円高の進行が景気回復を先導してきた輸出企業の収益を圧迫し、更には、政府による景気刺激策
の効果一巡や、雇用、所得環境の厳しさを背景に、消費者マインドも冷え込んでおり、「二番底」に
陥る不安を払拭できないまま、引き続き予断を許さない状況が続くものと思われます。 

当企業集団を取り巻く環境も、半導体需要は底を打ち、緩やかながら回復軌道に転じておりますが、
前述のような不安材料が多数存在し、先行きへの不透明感は依然根強く、本格的な回復には、なお時
間を要するものと認識しております。一方で、引き合いが好調な一部商品において、品薄感や納期の
長期化が鮮明になっており、難しい対応を余儀なくされる局面も想定されます。 

このような中で、主要仕入先商品を中心に積極果敢な販売活動を展開する一方、子会社化したハイ
レルとの連携を強め、企業集団全体として規模の拡大を図ってまいります。また、需要の本格回復期
の再浮上に備えて、これまでの取り組みを加速させるとともに、引き続き、経営合理化策を強力に推
し進め、筋肉質な収益基盤の確立に 大限の努力を傾注してまいります。なお、損益については、当
初予想に比し改善傾向が顕著であることから、平成21年５月14日付で公表しました、平成22年３月期
の業績予想を次のとおり変更いたします。 

ついては、通期の連結業績は、売上高163億２千万円、営業損失１億２千７百万円、経常損失２億８
百万円、当期純損失１億６千８百万円を予定しております。 

 

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) 

新規：株式会社ハイレル 
平成21年11月27日付で株式会社ハイレルの株式を追加取得し子会社となったことに伴い、当第

３四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含めております。 
なお、当該子会社のみなし取得日を当第３四半期連結会計期間末日としているため、当第３四

半期連結会計期間においては、同社の貸借対照表のみを連結しております。 
 

(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 

該当事項はありません。 
 

(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 

該当事項はありません。 
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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：千円)

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 2,634,181 2,677,114

受取手形及び売掛金 5,095,792 4,040,575

有価証券 1,099,482 800,000

商品及び製品 1,890,125 2,604,906

仕掛品 24,548 27,261

原材料及び貯蔵品 50,248 30,763

未収入金 874,433 847,717

その他 331,707 519,960

貸倒引当金 △76,971 △31,472

流動資産合計 11,923,547 11,516,827

固定資産   

有形固定資産 800,940 802,683

無形固定資産   

のれん 129,482 －

その他 106,661 123,865

無形固定資産合計 236,144 123,865

投資その他の資産   

その他 1,376,909 1,129,743

貸倒引当金 △93,520 △47,508

投資その他の資産合計 1,283,389 1,082,235

固定資産合計 2,320,474 2,008,784

資産合計 14,244,021 13,525,611
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(単位：千円)

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 2,209,103 1,044,042

短期借入金 867,394 798,230

1年内返済予定の長期借入金 120,292 100,000

未払法人税等 9,718 299

その他 547,824 779,363

流動負債合計 3,754,333 2,721,935

固定負債   

長期借入金 677,871 600,000

退職給付引当金 480,592 438,197

役員退職慰労引当金 171,292 169,363

その他 181,310 263,801

固定負債合計 1,511,066 1,471,362

負債合計 5,265,400 4,193,298

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,157,792 1,157,792

資本剰余金 1,340,172 1,340,172

利益剰余金 6,229,963 6,618,936

自己株式 △126,938 △126,938

株主資本合計 8,600,990 8,989,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 424,264 376,800

為替換算調整勘定 △46,633 △34,450

評価・換算差額等合計 377,630 342,349

純資産合計 8,978,621 9,332,313

負債純資産合計 14,244,021 13,525,611
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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：千円)

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 16,006,608 11,725,412

売上原価 13,105,391 9,603,484

売上総利益 2,901,216 2,121,927

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 1,021,858 926,957

従業員賞与 263,750 180,405

役員賞与引当金繰入額 2,000 －

退職給付引当金繰入額 57,520 21,417

役員退職慰労引当金繰入額 3,966 3,580

貸倒引当金繰入額 23,000 4,920

その他 1,429,886 1,159,770

販売費及び一般管理費合計 2,801,982 2,297,052

営業利益又は営業損失（△） 99,234 △175,124

営業外収益   

受取利息 11,063 8,122

受取配当金 43,875 39,242

その他 13,772 7,923

営業外収益合計 68,712 55,288

営業外費用   

支払利息 17,080 14,741

手形売却損 6,745 －

支払補償費 9,119 9,690

支払手数料 9,314 10,195

貸倒引当金繰入額 － 51,300

為替差損 34,283 26,246

その他 11,725 5,731

営業外費用合計 88,269 117,905

経常利益又は経常損失（△） 79,677 △237,742

特別利益   

固定資産売却益 － 49,463

貸倒引当金戻入額 5,458 13,444

投資有価証券売却益 14,903 －

特別利益合計 20,362 62,907

特別損失   

固定資産売却損 2,894 134

固定資産除却損 395 84

投資有価証券評価損 46,239 12,496

減損損失 342,000 －

その他 493 2,339

特別損失合計 392,023 15,055

税金等調整前四半期純損失（△） △291,983 △189,889

法人税、住民税及び事業税 69,332 5,538

法人税等調整額 3,928 △152

法人税等合計 73,261 5,386

四半期純損失（△） △365,244 △195,276

インターニックス㈱(2657) 平成22年３月期 第３四半期決算短信

―　8　―



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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損失（△） △291,983 △189,889

減価償却費 126,464 71,354

減損損失 342,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,799 42,759

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,770 10,481

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,966 1,929

受取利息及び受取配当金 △54,939 △47,364

支払利息 17,080 14,741

為替差損益（△は益） 23,448 5,842

投資有価証券売却損益（△は益） △14,409 2,339

投資有価証券評価損益（△は益） 46,239 12,496

有形固定資産売却損益（△は益） 2,894 △49,329

売上債権の増減額（△は増加） 1,530,453 △790,227

たな卸資産の増減額（△は増加） △349,906 896,446

未収入金の増減額（△は増加） 119,993 12,979

仕入債務の増減額（△は減少） △253,947 543,471

その他 △127,707 △313,166

小計 1,159,715 224,863

利息及び配当金の受取額 53,913 46,093

利息の支払額 △18,164 △16,010

法人税等の支払額 △106,125 △10,213

法人税等の還付額 55,087 94,405

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,144,426 339,139

投資活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 274,022

有価証券の取得による支出 － △299,482

有形固定資産の取得による支出 △44,560 △23,327

投資有価証券の取得による支出 △83,344 △140,164

投資有価証券の売却による収入 21,156 18,015

貸付けによる支出 △121,966 △200,000

その他 △35,355 23,752

投資活動によるキャッシュ・フロー △264,070 △347,182

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） △408,970 －

長期借入れによる収入 200,000 210,520

長期借入金の返済による支出 － △100,000

配当金の支払額 △192,775 △193,328

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,745 △82,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,880 △19,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 436,729 △110,752

現金及び現金同等物の期首残高 2,608,791 3,477,114

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,045,520 3,366,362
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(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） 

 

 
半導体素子等
販売事業 

(千円) 

半導体素子等
検査事業 

(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 

15,665,169 341,439 16,006,608 － 16,006,608 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 4,484 4,484 (4,484) － 

計 15,665,169 345,923 16,011,092 (4,484) 16,006,608 

営業利益又は営業損失(△) 145,833 △46,599 99,234 － 99,234 

(注) １ 事業区分は、商品の種類、性質と事業展開の共通性を基準として区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1) 半導体素子等販売事業…アナログＩＣ、メモリＩＣ、リニアＩＣ、特定用途ＩＣ、カスタムＩＣ、Ａ

／Ｄコンバータ、ＩＣソケット、リチウム電池、システムボード製品、ネットワーク製品、表示器製

品、パソコン本体及び周辺機器 

(2) 半導体素子等検査事業…各種ＩＣ検査、バーンイン検査、ソケット検査、テーピング作業 

３ 会計処理の変更 
 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   「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）を第１四半期連結

会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。これにより、半導体素子等販売事業の営業利益が11,935千円減少しておりま

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） 

 

 
半導体素子等
販売事業 

(千円) 

半導体素子等
検査事業 

(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 

11,570,997 154,414 11,725,412 － 11,725,412 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 1,070 1,070 (1,070) － 

計 11,570,997 155,484 11,726,482 (1,070) 11,725,412 

営業利益又は営業損失(△) △181,064 4,670 △176,394 1,269 △175,124 

(注) １ 事業区分は、商品の種類、性質と事業展開の共通性を基準として区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1) 半導体素子等販売事業…アナログＩＣ、メモリＩＣ、リニアＩＣ、特定用途ＩＣ、カスタムＩＣ、Ａ

／Ｄコンバータ、ＩＣソケット、リチウム電池、システムボード製品、ネットワーク製品、表示器製

品、パソコン本体及び周辺機器 

(2) 半導体素子等検査事業…各種ＩＣ検査、バーンイン検査、ソケット検査、テーピング作業 
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(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）及び当第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） 

 

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の売上高の割合が90％超であるため、所在地別セ
グメント情報の記載を省略しております。 

 

(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 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,184,236 28,147 2,212,383

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 16,006,608

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

13.6 0.2 13.8

(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 

(1) アジア…中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

(2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ 

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。 

 

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 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,932,370 7,518 1,939,889

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 11,725,412

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

16.4 0.1 16.5

(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 

(1) アジア…中国、タイ、シンガポール、マレーシア 

(2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ 

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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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６. その他の情報 

(生産、受注及び販売の状況) 

(1) 生産実績 

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) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

半導体素子等販売事業  

 ＩＣ・半導体 － － － －

 電子部品 － － － －

 電子機器 144,509 100.0 94,284 100.0

 計 144,509 100.0 94,284 100.0

半導体素子等検査事業 － － － －

 計 144,509 100.0 94,284 100.0

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は製造原価によっております。 

 

(2) 受注状況 

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) 事業の種類別セグメントの名称 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

受注高 

(千円) 

受注残高 

(千円) 

半導体素子等販売事業  

 ＩＣ・半導体 12,882,275 2,204,668 10,632,112 2,636,483

 電子部品 949,889 297,062 1,035,137 355,616

 電子機器 826,084 336,329 812,900 252,730

 計 14,658,248 2,838,060 12,480,150 3,244,830

半導体素子等検査事業 341,439 － 154,414 －

 計 14,999,687 2,838,060 12,634,565 3,244,830

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 受注高には、受注取消、変更、為替レートの変動による調整額を含んでおります。 

 

(3) 販売実績 

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) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

半導体素子等販売事業  

 ＩＣ・半導体 13,783,550 86.1 9,780,368 83.4

 電子部品 1,182,916 7.4 1,070,867 9.1

 電子機器 698,701 4.4 719,761 6.2

 計 15,665,169 97.9 11,570,997 98.7

半導体素子等検査事業 341,439 2.1 154,414 1.3

 計 16,006,608 100.0 11,725,412 100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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