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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 89,480 △0.7 722 △15.5 955 63.2 551 ―
21年3月期第3四半期 90,097 ― 855 ― 585 ― △318 ―

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 47.12 ―
21年3月期第3四半期 △26.92 ―

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 35,911 7,962 20.8 638.33
21年3月期 33,250 8,054 21.5 610.78

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,464百万円 21年3月期  7,142百万円

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ― 10.00 ―
22年3月期 

（予想）
15.00 25.00

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 122,000 12.2 1,000 11.7 1,200 145.9 1,000 ― 85.51



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  

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧下さい。 

(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  有  
詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧下さい。 

(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 
 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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社インフォニクス ）

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 12,076,358株 21年3月期  12,076,358株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  382,160株 21年3月期  382,104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 11,694,198株 21年3月期第3四半期 11,840,075株



 当第３四半期連結累計期間（平成21年4月～平成21年12月）におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気後退に

一定の歯止めがかかり、また、政府の各種経済対策などにより企業の生産・輸出は、持ち直しの動きを見せておりま

す。しかしながら、全体的には依然として低い水準にあり、また、個人消費の低迷、雇用情勢の悪化や景気の下振れ

懸念など、不透明な状況が続いております。 

 こうした経済情勢の中、エレクトロニクス・情報通信分野におきましては、主要国の景気刺激策を背景に薄型テレ

ビやパソコンなど最終製品の出荷が増加してきており、半導体につきましても一部価格の上昇が見られるなど、徐々

に回復傾向にあります。 

 このような状況下、当社グループでは、売上高は回復基調にありますが、未だ本格的な回復には至っておりませ

ん。しかしながら、前連結会計年度末に連結子会社化したＰＴＴ株式会社が業績に寄与するなど、当第３四半期連結

累計期間の売上高は89,480百万円（前年同期比0.7％減）となりました。利益面につきましては、経常利益は955百万

円（前年同期比63.2％増）、四半期純利益は551百万円（前年同四半期純損失は318百万円）となりました。 

  

事業部門別概況は、次のとおりであります。 

①エレクトロニクスデバイス事業 

 エレクトロニクスデバイス事業につきましては、主要顧客のデジタルカメラ向けＣＣＤ、ＬＬＣＤやバッテリー

の売上は回復傾向にありますが前年と比べ減少しております。しかしながら、携帯電話向けのカメラモジュール、

ＣＭＯＳイメージセンサ、液晶ＴＶ向け画像補正ＩＣが伸長したことや、ＰＴＴ株式会社の新規連結によりエレク

トロニクスデバイス事業の売上高は84,996百万円（前年同期比1.0％減）となりました。 

②コンポジットビジネス事業 

コンポジットビジネス事業につきましては、部品調達売上は低迷したものの、一部事業の収束に伴う在庫処分な

どにより、コンポジットビジネス事業の売上高は3,141百万円（前年同期比7.9％減）となりました。  

③サポート事業 

サポート事業につきましては、ＣＣＤ・ＣＭＯＳイメージセンサ等、カメラ関連の技術サポート業務の受注が減

少しておりますが、車載関連の開発受託案件やＰＴＴ株式会社の計測機器事業が新規追加いたしました。 

その結果、サポート事業の売上高は1,342百万円（前年同期比62.9％増）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。 

①日本  

 国内におきましては、携帯電話、液晶ＴＶ向けの取扱製品につきましては好調に推移しましたが、デジタルカメ

ラ向けは主力取扱製品の受注が減少しました。 

 その結果、売上高は65,378百万円（前年同期比3.3％減）、営業利益は410百万円（前年同期比40.7％減）となり

ました。 

②アジア 

アジアにおきましては、顧客の海外生産への移転が進むなど、デジタルカメラ等デジタル関連機器を中心に好調

に推移しました。 

その結果、売上高23,872百万円（前年同期比7.1％増）となりましたが、円安の影響により営業利益は305百万円

（前年同期比77.6％増）となりました。 

  

（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資産合計は、前連結会計年度末から2,661百万円増加し35,911百万円となりまし

た。これは主に売上債権が増加したことによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末から2,752百万円増加し27,948百万円となりました。これは主に仕入債務の増加が

有利子負債の減少を上回ったことによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末より91百万円減少し7,962百万円となっております。これは主に連結子会社を吸

収合併したことにより、少数株主持分が減少したことによるものです。 

  

（２）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（以下「資金」という）は前連結会計年度末から843百

万円減少し2,356百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は、3,366百万円（前年同期は2,609百万円の減少）となりました。これは主に仕入

債務の増加が売上債権の増加を上回ったことによるものです。 

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



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は、699百万円（前年同期は70百万円の減少）となりました。これは主に子会社株式

の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は、3,639百万円（前年同期は2,579百万円の増加）となりました。これは主に短期

借入の減少によるものです。 

平成21年11月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

 当第３四半期連結会計期間より、株式会社インフォニクスは当社と合併したため、連結の範囲から除外してお

ります。 

  

①たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切り下げに関しては、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も

り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

②法人税等の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックスプ

ランニングを利用する方法によっております。 

（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。  

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



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 2,568,528 3,200,274

受取手形及び売掛金 18,164,546 15,502,840

たな卸資産 6,509,170 6,321,552

繰延税金資産 651,739 334,501

その他 906,022 382,820

貸倒引当金 △1,368 △1,222

流動資産合計 28,798,638 25,740,766

固定資産   

有形固定資産 3,912,965 4,006,676

無形固定資産   

ソフトウエア 62,182 60,640

その他 8,979 7,699

無形固定資産合計 71,162 68,340

投資その他の資産   

投資有価証券 459,806 550,401

長期貸付金 863,455 882,253

繰延税金資産 970,854 1,517,338

その他 1,291,884 953,250

貸倒引当金 △457,444 △468,762

投資その他の資産合計 3,128,556 3,434,480

固定資産合計 7,112,685 7,509,497

資産合計 35,911,323 33,250,264



（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 17,622,330 10,798,168

短期借入金 4,948,860 8,871,774

1年内返済予定の長期借入金 540,000 465,000

未払法人税等 125,902 63,796

賞与引当金 244,438 363,823

製品保証引当金 8,172 8,787

その他 655,355 690,688

流動負債合計 24,145,060 21,262,038

固定負債   

長期借入金 1,860,000 1,600,000

繰延税金負債 35,943 12,159

退職給付引当金 379,011 334,475

役員退職慰労引当金  197,030

負ののれん 1,141,038 1,572,908

その他 387,657 217,596

固定負債合計 3,803,651 3,934,169

負債合計 27,948,711 25,196,208

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,503,864 4,503,864

資本剰余金 1,699,398 1,699,398

利益剰余金 1,673,780 1,298,147

自己株式 △231,433 △231,382

株主資本合計 7,645,609 7,270,028

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,936 △15,710

繰延ヘッジ損益 △29,931 －

為替換算調整勘定 △175,885 △111,692

評価・換算差額等合計 △180,880 △127,403

少数株主持分 497,882 911,430

純資産合計 7,962,612 8,054,056

負債純資産合計 35,911,323 33,250,264



（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 90,097,766 89,480,376

売上原価 85,848,603 84,476,224

売上総利益 4,249,163 5,004,151

販売費及び一般管理費 3,393,287 4,281,232

営業利益 855,875 722,919

営業外収益   

受取利息 26,302 11,387

受取配当金 9,232 27,586

受取賃貸料 53,264 43,568

為替差益 － 9,150

負ののれん償却額 － 206,427

受取手数料 － 73,283

その他 15,029 51,212

営業外収益合計 103,827 422,616

営業外費用   

支払利息 82,964 78,515

貸与資産減価償却費 60,661 23,268

デリバティブ評価損 6,801 10,789

債権売却損 142,837 74,681

為替差損 73,890 －

その他 6,787 2,604

営業外費用合計 373,942 189,860

経常利益 585,760 955,674

特別利益   

為替換算調整勘定取崩額 77,574 －

投資有価証券売却益 － 55,594

貸倒引当金戻入額 － 2,260

役員退職慰労引当金戻入額 － 16,350

特別利益合計 77,574 74,204

特別損失   

投資有価証券評価損 571,134 12,338

貸倒引当金繰入額 4,157 －

特別退職金 － 80,121

その他 1,542 8,208

特別損失合計 576,834 100,667

税金等調整前四半期純利益 86,499 929,211

法人税、住民税及び事業税 49,016 134,361

法人税等調整額 337,240 236,069

法人税等合計 386,256 370,431

少数株主利益 18,984 7,734

四半期純利益又は四半期純損失（△） △318,741 551,045



（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利益 86,499 929,211

減価償却費 151,973 117,152

のれん償却額 26,818 －

負ののれん償却額 － △206,427

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,061 △1,984

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,457 △119,007

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,636 44,866

受取利息及び受取配当金 △35,534 △38,973

支払利息 82,964 78,515

為替差損益（△は益） 35,632 △145,811

デリバティブ評価損益（△は益） 6,801 10,789

投資有価証券売却損益（△は益） － △55,594

投資有価証券評価損益（△は益） 571,134 12,338

特別退職金 － 80,121

為替換算調整勘定取崩額 △77,574 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,963,097 △2,732,815

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,728,599 △265,052

仕入債務の増減額（△は減少） △9,206,723 6,564,152

差入保証金の増減額（△は増加） 165,359 △367,093

その他 591,185 △442,245

小計 △2,474,119 3,462,142

利息及び配当金の受取額 35,566 39,515

利息の支払額 △85,021 △63,354

法人税等の支払額 △85,704 △71,880

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,609,278 3,366,422

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 － △212,000

有形固定資産の取得による支出 △24,746 △9,997

有形固定資産の売却による収入 6,750 －

無形固定資産の取得による支出 △8,632 △23,983

投資有価証券の取得による支出 △76,517 △1,345

投資有価証券の売却による収入 － 195,454

子会社株式の取得による支出 － △665,921

短期貸付金の増減額（△は増加） △10,665 △3,080

長期貸付けによる支出 △16,943 －

長期貸付金の回収による収入 44,507 26,854

その他 15,838 △5,275

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,408 △699,294



（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) 

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） 3,145,888 △3,822,933

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 △97,500 △365,000

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 △73,563 △51

配当金の支払額 △295,067 △148,038

少数株主への配当金の支払額 － △3,300

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,579,757 △3,639,323

現金及び現金同等物に係る換算差額 △150,137 128,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,067 △843,745

現金及び現金同等物の期首残高 3,024,334 3,200,274

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △11,182 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,763,084 2,356,528



 該当事項はありません。 

  

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） 

当連結グループは、電子部品の販売を主事業としている専門商社であり、主要な一セグメントの売上高及び営業

利益の金額とも全セグメントの90％超となっております。 

この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。 

  

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） 

当連結グループは、電子部品の販売を主事業としている専門商社であり、主要な一セグメントの売上高及び営業

利益の金額とも全セグメントの90％超となっております。 

この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） 

  

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

その他……北米 

  

（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） 

その他 
（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  67,606,369  22,281,676  209,720  90,097,766  －  90,097,766

 (2） セグメント間の内部売上高  7,247,998  49,890  32,727  7,330,615 (7,330,615)  －

  計  74,854,367  22,331,567  242,447  97,428,382 (7,330,615)  90,097,766

営業利益又は営業損失（△）  692,902  171,879  △88  864,694 (8,818)  855,875

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

その他 
（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  65,378,389  23,872,581  229,405  89,480,376  －  89,480,376

 (2） セグメント間の内部売上高  7,260,529  326,098  725  7,587,354 (7,587,354)  －

  計  72,638,918  24,198,680  230,131  97,067,730 (7,587,354)  89,480,376

営業利益又は営業損失（△）  410,699  305,306  △1,841  714,164  8,755  722,919



  

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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

      その他……米国他 

    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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  アジア（千円） その他（千円） 計 

Ⅰ. 海外売上高  22,677,751  350,751  23,028,503

Ⅱ. 連結売上高  －  －  90,097,766

Ⅲ. 連結売上高に占める海外売上高の 

  割合（％） 
 25.2  0.4  25.6

  アジア（千円） その他（千円） 計 

Ⅰ. 海外売上高  24,365,474  316,644  24,682,119

Ⅱ. 連結売上高  －  －  89,480,376

Ⅲ. 連結売上高に占める海外売上高の 

  割合（％） 
 27.2  0.4  27.6

（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




