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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 16,470 △16.4 △102 ― △213 ― △28 ―

21年3月期 19,698 △22.1 △252 ― △243 ― △1,389 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △2.90 ― △0.3 △1.5 △0.6

21年3月期 △143.49 ― △13.7 △1.6 △1.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 14,353 9,155 63.8 945.38
21年3月期 13,525 9,332 69.0 963.60

（参考） 自己資本   22年3月期  9,155百万円 21年3月期  9,332百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 268 △112 △104 3,516
21年3月期 1,885 △223 △794 3,477

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 20.00 20.00 193 ― 1.9
22年3月期 ― ― ― 12.00 12.00 116 ― 1.3

23年3月期 
（予想）

― ― ― 12.00 12.00 31.8

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

10,400 40.7 155 ― 160 ― 160 ― 16.52

通期 22,100 34.2 355 ― 375 ― 365 ― 37.69

―　1　―



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  

〔(注) 詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

〔（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「1株当たり情報」をご覧ください。〕 

新規 1社 （社名 株式会社ハイレル ） 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 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  218,945株 21年3月期  218,945株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 15,731 △18.2 △90 ― △196 ― △6 ―

21年3月期 19,225 △21.7 △192 ― △171 ― △1,507 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △0.65 ―

21年3月期 △155.63 ―

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 13,527 9,023 66.7 931.69
21年3月期 13,219 9,167 69.3 946.58

（参考） 自己資本 22年3月期  9,023百万円 21年3月期  9,167百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・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、４ページ「１ 経営成績 (1)経営成績に関する分析」 をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

9,800 35.6 170 ― 175 ― 155 ― 16.00

通期 20,600 30.9 375 ― 395 ― 365 ― 37.69
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年秋のリーマン・ショックに端を発した世界同時不
況の影響を受け、景気は急速に悪化し、戦後 悪の落ち込みを記録しましたが、この景気も政府の
景気刺激策に一定の効果が見られたほか、在庫調整の進展や、中国などのアジア向け輸出が持ち直
したこともあり、年度前半には底打ち感が広がってまいりました。しかしながら、中国をはじめと
する新興国経済の拡大により、輸出と生産は堅調な伸びを示したものの、円高の進行に加え、人口
減・少子高齢化による内需の持続的縮小と慢性的デフレを背景に、設備投資や雇用への波及は極め
て限定的で、個人消費も力強さに欠け、自立的回復には至らないまま推移いたしました。 

当企業集団を取り巻く環境も、新興国の旺盛な需要に基づく輸出の伸長と、家電製品向けエコポ
イント制度やエコカー減税などの政策効果もあって、民生用機器分野の需要が回復基調に転じまし
た。更には、需要回復が遅れていた産業用機器分野も、年度後半に入り、在庫調整が一巡したこと
もあって、漸く持ち直しの動きを見せ始めました。しかしながら、円高やデフレといった要因が企
業収益の押し下げ圧力になっているため、企業の設備や雇用に対する過剰感はなお強く、改善しつ
つある企業収益が、設備投資や雇用の拡大につながらないなど、総じて厳しい状況で推移いたしま
した。 

このような環境のもと、平成21年５月14日付で公表のとおり、半導体素子等検査事業からの撤退
を決定し、主力の同販売事業に経営資源を集中することといたしました。同販売事業においては、
既存市場の深耕とすそ野の拡大を図るべく、主力仕入先を中心に、既存の仕入先商品の拡販強化に
努めてまいりました。その結果、商権の拡大を実現した通信インフラ向けや一部の携帯電話向けビ
ジネスが、売上げに大きく貢献いたしました。また、セットトップボックスやブルーレイ向け商品
が堅調に推移するとともに、海外の教育機器向け商品も伸長いたしました。加えて、需要回復に伴
い、デジタル一眼レフカメラ向けなどの商品も大きく好転いたしました。注力分野の一つである自
動車向けビジネスにおいて、車載情報機器向けの受注が回復するとともに、採用案件も広がりを見
せるなど、着実に成果を上げております。更には、通信分野をはじめとする、新規の仕入先商品の
早期立ち上げに一段と努力し、確かな感触を得ております。一方、得意分野である産業用機器向け
ビジネスは、年度後半に入り、需要回復に向かったものの、全体としては、企業の設備投資意欲が
依然乏しく、厳しい対応を余儀なくされました。一方、海外ビジネスについては、業務の中心が、
国内でデザインされ生産は海外で行われる、いわゆる生産移管ビジネスでありますが、このビジネ
スの回復が鮮明となり、きめ細かなサポートと相俟って、売上げに寄与することができました。ま
た、顧客先が現地で行う開発や設計への対応強化にもなお一層注力しており、相応の成果が表れ始
めております。 

損益面については、産業用機器向け売上げの回復を受けて、売上総利益率に改善傾向が見られま
した。加えて、経営合理化策の一環として早期退職者制度を実施するなど、固定費の圧縮に努める
とともに、あらゆる経費の見直しに努力を傾注してまいりました。また、業務の合理化・効率化を
推し進めることはもちろんのこと、半導体素子等検査事業からの撤退に伴い、経営資源を主力の同
販売事業に集中させるなど、収益基盤の再構築にも鋭意取り組んでまいりました。その結果、第３
四半期は四半期ベースで、第４四半期は月次ベースで黒字化を実現することができましたが、年度
前半の損失をカバーするには至りませんでした。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が164億７千万円（前連結会計年度比16.4％減）、営
業損失が１億２百万円（前連結会計年度は営業損失２億５千２百万円）、経常損失が２億１千３百
万円（前連結会計年度は経常損失２億４千３百万円）、当期純損失が２千８百万円（前連結会計年
度は当期純損失13億８千９百万円）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） 

主力の半導体素子等販売事業においては、主力のＩＣ・半導体を中心に、売上げの拡大を図る
べく、積極果敢な営業活動を展開し、商権及び新規ビジネスの獲得に努力を傾注してまいりまし
た。年度後半に入るにつれて、景況感改善のすそ野の広がりとともに、需要回復の兆しを示す分
野が多く見られましたが、未だ本格的な回復には至りませんでした。特に、当社が も得意とす
る産業用機器向け需要の回復の遅れから、年度前半の売上げ低迷が大きく影響いたしました。 

ＩＣ・半導体においては、既存仕入先の商権獲得により、通信インフラ向けビジネスが大幅な
伸びを記録したほか、需要の回復と商権の拡大が相俟って、一部の携帯電話向けビジネスが売上
げに貢献いたしました。また、好調なブルーレイ向けに加え、業務用プロジェクタや太陽光発電
システム、セットトップボックス、海外の教育機器向け商品が堅調に推移するとともに、デジタ
ル一眼レフカメラや車載情報機器向けの受注も、大きく好転いたしました。しかしながら、持ち
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直しつつある産業用機器向けが、一部で受注の伸びが見られたものの、年度前半の需要低迷によ
り、従前の水準まで回復するには至りませんでした。その結果、当連結会計年度の売上高は137億
６百万円（前連結会計年度比17.9％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大
幅に伸長したほか、地震関連機器や官公庁向けリチウム電池も底堅く推移いたしました。更には、
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の売上げが新
たに加わりました。その一方、景気低迷の影響を受けて、主力の航空機内用エンターテイメント
設備向け電源が回復傾向を辿ったものの、売上げをけん引するまでには至りませんでしたが、計
画は未達成ながらも増収を記録し、当連結会計年度の売上高は15億２千３百万円（前連結会計年
度比4.7％増）となりました。 

電子機器においては、量産化を実現した通信機器向け開発案件に加え、医療機器向けが好調に
推移いたしました。また、新規仕入先のサーバ向け監視装置や組み込み用通信機器も、大幅な伸
びを示すことができました。しかしながら、企業の設備投資に対する慎重姿勢は、年度を通じて
維持されたため、産業用機器向け需要の回復速度は緩やかで、加えて、オリジナルボード製品ビ
ジネスが縮小したこともあり、計画は上回ったものの、減収となり、当連結会計年度の売上高は
10億８千５百万円（前連結会計年度比6.0％減）となりました。 

この結果、同販売事業における当連結会計年度の売上高は163億１千５百万円（前連結会計年度
比15.5％減）、営業損失は１億５百万円（前連結会計年度は営業損失１億８千３百万円）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、主力の半導体素子等販売事業に経営資源を集中するため、

平成21年５月14日付をもって、同検査事業からの撤退を決定しております。各取引先への影響を
小限にとどめるため、検査受託ビジネスを一部継続してまいりましたが、撤退作業は滞りなく

進み、当該ビジネスは終了いたしました。その結果、同検査事業における当連結会計年度の売上
高は１億５千４百万円（前連結会計年度比59.8％減）、営業利益は１百万円（前連結会計年度は
営業損失６千９百万円）となりました。 

 

（次期の見通し） 

今後の見通しについては、中国等の新興国経済が拡大のテンポを速め、米国経済も回復基調が
鮮明になるなど、世界経済の回復を追い風に、輸出は引き続き好調さを持続するものと思われま
す。また、景況感改善の動きが輸出企業から内需企業に徐々にではあるものの広がり始めており、
設備投資に底入れの兆しが表れております。更には、個人投資も、雇用を取り巻く環境が 悪期
を脱したことで、弱含みながら上向きに転じており、景気の二番底懸念は和らいだとの認識が示
されております。しかしながら、外需依存の不安定さを内在しており、加えて、景気刺激策の効
果一巡やデフレ基調が依然続いているため、国内経済は、引き続き予断を許さない状況で推移す
るものと思われます。 

当企業集団を取り巻く環境も、需要回復のすそ野が広がる一方で、設備投資に下げ止まり感が
出始めているものの、企業は未だ慎重な姿勢を崩しておらず、増加に転じるかは不透明であり、
個人消費も、先行き不安から消費マインドが萎縮しており、本格回復には今しばらく時間を要す
るものと認識しております。また、受注の拡大を受けた一部の取り扱い商品では、品薄感や納期
の長期化が鮮明になっており、長期間に及ぶ先行手配や、きめ細かな納期調整が必要になるなど、
難しい対応を余儀なくされる局面が増えております。 

このような環境のもと、既存仕入先の強化を掲げ、主力仕入先を中心に、人的資源の集中と拡
販活動の積極化により、現有の販売テリトリの堅持はもちろんのこと、販売テリトリの新規獲得
に向けて、全社一丸となって取り組んでまいります。また、いかなる経営環境にあっても、利益
を確保し得る磐石な経営基盤を確立すべく、より強固な体質づくりに、引き続き努力を傾注して
まいります。 

なお、通期の連結業績といたしましては、売上高221億円、営業利益３億５千５百万円、経常利
益３億７千５百万円、当期純利益３億６千５百万円を予定しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び資本の状況 

当連結会計年度末の総資産は143億５千３百万円であり、前連結会計年度末に比べ８億２千７百
万円増加しました。これは主として、株式の追加取得（みなし取得日は平成21年12月31日）によ
り、新たに株式会社ハイレルが連結子会社になったことによるものです。このうち、流動資産は
５億３千７百万円増加の120億５千４百万円となりました。これは主として、連結子会社の増加に
伴う受取手形及び売掛金の増加があったものの、在庫削減を進めたことにより商品及び製品が減
少したことによるものです。また、固定資産は２億９千万円増加の22億９千９百万円となりまし
た。これは主として、時価評価により投資有価証券が増加したことや連結子会社の増加に伴うの
れんの計上によるものです。 
総負債は51億９千７百万円であり、前連結会計年度末に比べ10億４百万円増加しました。これ

は主として、連結子会社の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加や、仕入増加に伴う買掛金の増
加によるものです。 
当連結会計年度末における純資産は91億５千５百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億７

千６百万円減少しました。これは主として、利益剰余金の減少によるものです。 
これにより、自己資本比率は63.8％と、前連結会計年度末に比べ5.2％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、当連結会計年度は２億６千８百万円(前連結会計年度：18
億８千５百万円)であります。 

これは主として、税金等調整前当期純損失が１億２千５百万円(前連結会計年度：11億７千９百万
円の税金等調整前当期純損失)となり、売上債権が10億３千５百万円の増加、たな卸資産が９億１百
万円の減少、仕入債務が５億６千３百万円の増加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、当連結会計年度は△１億１千２百万円(前連結会計年度：
△２億２千３百万円)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－百万円、貸付けによる支
出２億円、投資有価証券の取得による支出１億４千２百万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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は△１億４百万円(前連結会計年度：△７
億９千４百万円)であります。 

これは主として、長期借入れによる収入３億７百万円、長期借入金の返済による支出１億８千９
百万円、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期末残高は、現金及び現金同等物に係る換算差額△１千２百

万円を加味し、前連結会計年度末から、３千９百万円増加し、35億１千６百万円となりました。 
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 61.8 63.0 68.3 69.0 63.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
72.1 52.1 27.1 24.6 24.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
2.2 11.2 2.6 0.8 6.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
38.0 7.8 32.3 87.6 13.1

※自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、経営基本方針として「会社とかかわりのある株主の皆様、顧客先、仕入先、社員などと、
バランスよく長期にわたり共存共栄を図ること」を念頭に置き、株主の皆様に対する利益還元を、
経営の重要課題の１つとして認識しております。今後とも一層の業績向上に努め、それに応じた成
果配分として、増配などにより、株主の皆様にはできるだけ報いるよう努力する考えであります。 

また、内部留保資金については、将来の事業展開に向けた投資及び経営基盤の強化に伴う資金需
要に備えるものとし、一層の収益力向上と事業拡大に役立ててまいりたいと存じます。 

この基本的な考え方に基づき、当期の利益配当金については、業績は回復傾向にあるものの、２
期連続の損失計上に鑑み、前期（平成21年３月期）に比し８円減配の、普通配当12円を予定してお
ります。 

次期の年間配当金については、継続的且つ段階的に引き上げることを旨とする基本方針は変わら
ないものの、業績の本格回復には、今しばらく時間を要することから、１株当たり普通配当12円の
維持を予定しております。 

 

―　6　―

インターニックス㈱(2657) 平成22年３月期 決算短信



 

(4) 事業等のリスク 

（半導体業界の需要動向による影響について） 
当企業集団における売上高の大半を占める半導体素子等販売事業では、ＩＣを主体とした半導

体素子を中心に、それらを搭載したボード製品又はそれらと一緒に使用されるその他の電子部品
等を取り扱っております。同販売事業に占めるＩＣ・半導体の売上高の割合は、それぞれ平成21
年３月期が86.5％、平成22年３月期が84.0％となっております。従って、当企業集団における業
績は、半導体業界特有の「シリコンサイクル」（メモリＩＣ［ＤＲＡＭ］やＣＰＵをはじめとす
るデジタルＩＣの世代交代とともに半導体業界に訪れると言われる景気の波）と言われる半導体
の需要動向の影響を受ける可能性があります。 

当企業集団が取り扱うＩＣ・半導体は、約８割弱がアナログＩＣ（リニアＩＣとミックスト・
シグナルＩＣ）であるため、その影響は比較的軽微ではありますが、完全に回避することはでき
ません。 

 

（為替変動の影響について） 
当企業集団における事業の柱である半導体素子等販売事業は、米国を中心とした海外メーカー

のＩＣ・半導体等の輸入販売を主としております。そのため、為替相場の変動が当企業集団の業
績に影響を及ぼすことがあります。仕入高に占める輸入仕入高の割合は、それぞれ平成21年３月
期は45.5％、平成22年３月期は49.5％であり、その輸入仕入高に占める外貨建の割合は、それぞ
れ平成21年３月期は65.7％、平成22年３月期は75.1％となっております。 

当社は、業績の安定を図るため、為替相場の変動に伴い、海外仕入先との仕入価格並びに国内
顧客先との販売価格の改定等の交渉を行うほか、大口商談においては、国内顧客先とのドル建取
引、ドルリンク取引、海外仕入先との円建取引などを行っております。また、外貨建資産・負債
のバランスを図りながら、為替相場の変動リスクを 小限に抑えるべく努めております。しかし
ながら、円高に進行すると、通常の取引においてはその恩恵を受けることができますが、外貨建
資産においては為替差損が発生いたします。一方、円安に進行すると、その反対の影響を受ける
ことになります。 

その結果、平成21年３月期が５百万円の為替差損、平成22年３月期が２千６百万円の為替差損
を計上しております。 

なお、為替相場の変動による当企業集団の業績及び財務状態への影響は、そのほとんどが当社
単体であるため、上記の比率及び金額は当社単体ベースによっております。 

 

（仕入先の依存度について） 
当企業集団における事業の柱である半導体素子等販売事業において、平成22年３月期の仕入実

績は、仕入先上位５社で総仕入実績の53.5％を占めております。これらの仕入先とは販売代理店
契約を締結してきておりますが、この契約には事前文書による契約解除条項が織り込まれること
もあり、当該条項に基づき契約を解除されることがあります。また、この契約の有効期間は主に
１年で、その後は１年毎の自動更新となりますが、更新されなかったり、契約内容が変更される
可能性もあります。ほかにも、仕入先自身による代理店政策の変更に伴う顧客先テリトリの見直
しや、顧客先における事業再編などにより、商権の移動が生ずることもあります。これらの要因
は、当企業集団の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。このため、仕入先１社へ
の依存度を高めることなくバランス経営に努めておりますが、このリスクを完全に回避すること
はできません。 
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２．企業集団の状況 

当企業集団は、当社及び連結子会社の株式会社ハイレル、Internix Hong Kong Limited及びテスミ
ック株式会社により構成されております。なお、株式会社ハイレルは、平成21年11月27日付をもって、
当社が同社の株式を追加取得したことにより（連結財務諸表上のみなし取得日は当期第３四半期連結
会計期間末）、連結子会社となりました。 

 

当企業集団の事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。 
（半導体素子等販売事業） 

ＩＣを主体とした半導体素子を中心に、それらを搭載したボード製品又はそれらと一緒に使用さ
れるその他の電子部品等の仕入販売を行うものとし、当社と連結子会社の株式会社ハイレル及び
Internix Hong Kong Limitedが担当しております。当社を中心に、株式会社ハイレル及び香港に設
立したInternix Hong Kong Limitedと連携しつつ、日本国内に加え、中国及びＡＳＥＡＮ（東南ア
ジア諸国連合）における日系企業を中心に販売活動を行っております。 
（半導体素子等検査事業） 

ＩＣを主体とした半導体素子等の電気的特性試験や各種環境試験等の検査を請け負うものとし、
連結子会社のテスミック株式会社が担当しておりましたが、平成21年５月14日付をもって、同検査
事業からの撤退を決定し、これに伴い検査受託ビジネスは終了しております。 

なお、連結子会社のテスミック株式会社の取り扱いについては、有効活用の方向で、現在検討中
であります。 

 

事業等の系統図は、次のとおりであります。 

 

半導体等メーカー（国内外） 

電子機器メーカー（国内外） 

インターニックス株式会社 

株式会社ハイレル 

商社 

Internix Hong Kong Limited 

販売 

連結子会社 

仕入 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、経営理念として「幸せの創造」を、またこの理念を具現化するための経営基本方針とし
て「長期共存共栄」を掲げております。これらは、会社を中心に、当社とかかわりのある「株主及
び投資家の皆様」「顧客先」「仕入先」「社員」「関連会社」「その他取引先」「社会」「自然」
という８つのグループすべてと、バランスよく長期にわたって共存共栄できる関係を築き、それぞ
れの幸せを考えて行動していくことを意図するものであります。 

ブランドイメージとして掲げた「Silicon－HUB」は、この考え方を表したもので、当社が単なる
物流中継地点ではなく、技術的な付加価値や情報発信の基地、また、品質管理を通じた信頼感のあ
るHUBとして機能することを意味しております。仕入先メーカーと顧客先の間に立って、需要と供給
のインテリジェントな橋渡しを行い、双方のニーズを充足し、問題・要望解決を実現し得る中核的
な役割までを担う、半導体（Silicon）事業の中心部（HUB）に位置する企業を目指しております。 

また、当社は、 先端・先頭に立つという意味をもち、半導体に関する技術のほか、経営スタイ
ルや戦略など、さまざまな面で時代の 先端を歩んでいくことを表す「Forefront」をもう１つのブ
ランドイメージとして掲げ、「世界の 先端半導体技術（製品）を、時代の 先端市場に紹介（供
給）する」ことを使命に事業展開をしております。あらゆる分野において常に「 先端」を意識し
た活動を行い、21世紀の大きなテーマでもあります「地球環境保護」にも積極的に取り組み、経営
基本方針である「長期共存共栄」を図ってまいりたいと存じます。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社では、平成24年３月期における当企業集団全体の業績目標を、売上高250億円、営業利益率
３％以上と掲げ、事業規模の拡大とともに、競争力のある強固な収益基盤の確立に注力しておりま
す。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社では、引き続き「Silicon－HUB」と「Forefront」をブランドイメージとして掲げ、「世界の
先端半導体技術（製品）を、時代の 先端市場に紹介（供給）する」ことを使命に、半導体業界、

更にはエレクトロニクス業界において、確固たる地位を築いてまいります。顧客先と仕入先の結節
点にいる立ち位置を活かし、エレクトロニクス産業の潤滑油として、独自の高い技術力を背景に、
市場に対して種々のソリューション提案を行い、競合各社との差別化を図ってまいります。また、
いかなる経営環境にあっても、利益を確保し得る盤石な経営基盤を確立すべく、より強固な体質づ
くりに努力を傾注してまいります。ついては、次に掲げる諸施策を加速的に遂行し、業績の早期回
復を図るとともに、景気及び半導体市況の本格回復をした局面において、大きな飛躍を遂げたいと
存じます。 
①「携帯機器」と「自動車」をキーワードとして掲げ、従来からの強みであるアナログ商品の更

なる販売強化に取り組む一方、これにデジタル商品を加えた、アナログとデジタルのトータル
ソリューションの提供にも鋭意取り組んでまいります。また、近い将来、我々の家庭や生活、
社会インフラに密接に関わるユビキタス社会に注目し、このユビキタス社会の中核を担う技術
である「通信」「ディスプレイ」「省電力」「医療」「セキュリティ」関連を重点分野とし、
これらを成長ドライバーとして、特徴のある技術、商品を育て、拡販を図ってまいります。 

②ＩＴ（情報技術）の進化により、通信分野では「いつでも」「どこでも」「何でも」「誰で
も」つながる『ユビキタス』社会の実現に向け、ユビキタスネットワークの整備が国家プロジ
ェクト（u－Japan）として推進されております。当社では、このユビキタスネットワークの実
現に不可欠なＮＧＮ（Next Generation Networkの略で、次世代ネットワークのこと）に着目し、
近距離通信やブロードバンド通信に注力しており、既存仕入先の商品拡販に加え、高度な技術
力や開発力を有する新規仕入先の獲得による売上げ伸長に努めております。更には、通信コア
ＩＣを取り扱う新規仕入先の発掘や育成により、既存仕入先の周辺部品と合わせた提案営業を
積極化してまいります。国内の有力なネットワークオペレーター（通信事業者）やネットワー
クシステムベンダー、電子機器・端末装置メーカー、モジュールメーカーなど、有線・無線ネ
ットワークにおける基地局から端末はもとより、光基幹・アクセスネットワークまでをターゲ
ットとしたトータルソリューションの提供に鋭意取り組んでまいります。これまで、ＷｉＭＡ
Ｘ（Worldwide Interoperability for Microwave Accessの略で、高速無線通信規格の一つ）や、
ＬＴＥ（Long Term Evolutionの略で、新たな携帯電話の通信規格のこと）といった新しい規格
に準拠した商品で、着実に実績を積み上げております。多数存在する通信規格のうち、どの規
格が主流となっても対応し得るよう、引き続き幅広く取り組んでまいります。 
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③自動車ビジネスでは、自動車のエレクトロニクス化が進むにつれて、自動車に搭載されるＩＣ
の数も増加傾向にあります。当社ではプロジェクトチームを編成し、車載情報機器分野を中心
に積極果敢なデザイン活動を展開しております。その結果、自動車関連の売上げは、全体の約
７％弱を占めるに至っております。また、採用が内定している案件も増えており、今後の売上
げへの貢献が期待されております。この分野への更なる拡販に努めるとともに、なお一層の売
上げ伸長を図るため、対応分野の拡大を期しておりますが、そのためには、物流はもちろんの
こと、ＩＣの品質や信頼性に対する自動車メーカーからの極めて厳しい要求に応えることが不
可欠であり、仕入先と協同で、自動車メーカーの求める高いレベルでの物流システムと、品質
管理システムの整備に着手しております。また、自動車以外の市場においてもこれに倣う傾向
がみられるため、仕入先や顧客先からの高い要求レベルに対応し得る、各システムの底上げに
全力を傾注してまいります。 

④半導体ビジネスの中心部に位置する企業として、単に商品を流通するだけでなく、技術的付加
価値を付した商品を提供することが、今後ますます要求されてまいります。当社では、仕入先
である半導体メーカーが保有する、それぞれの優れた技術を組み合わせた新製品の開発や、顧
客先からの情報に基づく新技術の開拓、新製品の開発に注力しております。特に、ディスプレ
イ関連においては、フラットパネル関連を中心に、幾つかのプロジェクトが進んでいるため、
これらを更に加速させるとともに、水平展開を図り、売上げ拡大につなげてまいります。今後
も、サードパーティとの連携を一段と強め、このようなビジネスモデルの構築、確立に努めて
まいります。 

⑤多くの電子機器において省電力化が求められる中で、液晶ディスプレイのバックライト向けや、
市場が拡大しているＬＥＤ照明向けの、電源コントロールＩＣやＬＥＤ素子等の拡販に注力し
ております。豊富な取り扱い仕入先の特徴ある商品群に、技術サポート力を合わせ、顧客先の
多様なニーズにマッチした商品やソリューションの提供に努力してまいります。 

⑥デジタル家電向けについては、成長が著しい反面、製品寿命が短く、市場価格の変動も激しい
ことから、安定した利益の確保が難しくなってきております。しかしながら、これらのビジネ
スは、売上げの確保を図る観点では不可欠であるため、従来と同様に注力してまいります。同
時に、今後のユビキタス社会において拡大が期待される、携帯機器やホームネットワーク向け
ビジネスに、なお一層注力してまいります。 

⑦比較的安定した利益が見込める産業用機器や医療機器向けに対し、付加価値の高い商品の拡販
に、より一層の努力を傾注してまいります。 

⑧海外ビジネスについては、顧客先である日本の電子機器メーカーにおいて、これまでの中国や
ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）に生産拠点をシフトする動きから、現地の技術者を使って、
現地で製品の開発、設計を行うケースも広がりを見せ、グローバルな展開が加速しております。
これらの動きに対して、海外における販売テリトリの獲得に努めることはもちろんのこと、人
員を含む既存拠点（香港、上海、シンガポール）の拡充や、販売拠点の新設など、状況に応じ
て迅速かつ柔軟に対処してまいります。また、現地企業へのデザイン・イン活動の活発化に加
え、プロジェクト開拓やユーザー開拓を図るとともに、技術サポート体制の整備、強化にも取
り組んでまいります。更には、台湾や中国におけるローカル部品メーカーの商権獲得にも注力
してまいります。 

⑨平成21年11月27日付をもって、株式会社ハイレルを連結子会社化いたしましたが、売上げ拡大
等の面においてシナジー効果を 大限発揮すべく、仕入先商品の相互拡販を図るなど、同社と
の強力な協調体制を確立してまいります。 

⑩需要が大きく変動しても利益を確保し得るよう、固定費の圧縮を中心とする経営合理化策を強
力に推し進めるとともに、引き続き、業務の合理化・効率化にも取り組んでまいります。また、
企業集団全体で、成長が見込まれる事業や分野に、人員の再配置や組織再編を行うなど、将来
に向けた収益構造の再構築に一段と努力を傾注してまいります。更には、優秀な人材の獲得や
育成に加え、Ｍ＆Ａによる事業規模の拡大や、パートナー企業への投資、育成といった一歩踏
み込んだ戦略の展開にも積極的に取り組んでまいります。 

⑪リスク管理体制やコンプライアンス体制を中心とした内部統制システムの充実、強化に傾注す
るとともに、顧客先からのより高度な要求に応えるべく、ISO14001環境マネジメントシステム、
ISO9001品質マネジメントシステムの運用強化にも注力してまいります。また、環境保全活動を
はじめとする社会貢献活動にも積極的に取り組み、社会の公器としての責任を果たしてまいり
ます。 

 

(4) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,677,114 ※５  2,566,228

受取手形及び売掛金 ※１  4,040,575 5,327,818

有価証券 800,000 1,099,751

商品及び製品 2,604,906 1,877,276

仕掛品 27,261 45,364

原材料及び貯蔵品 30,763 37,147

繰延税金資産 264,125 267,597

未収入金 ※１, ※２  847,717 ※２  777,704

その他 255,834 178,917

貸倒引当金 △31,472 △123,751

流動資産合計 11,516,827 12,054,055

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,194,636 1,206,557

減価償却累計額 ※４  △837,261 ※４  △866,787

建物及び構築物（純額） 357,374 339,770

機械装置及び運搬具 1,277,704 324,059

減価償却累計額 ※４  △1,277,704 ※４  △322,830

機械装置及び運搬具（純額） 0 1,228

工具、器具及び備品 638,180 688,090

減価償却累計額 ※４  △581,809 ※４  △637,197

工具、器具及び備品（純額） 56,371 50,893

土地 388,937 394,697

有形固定資産合計 802,683 786,590

無形固定資産   

のれん － 123,008

ソフトウエア 111,500 79,130

その他 12,365 14,991

無形固定資産合計 123,865 217,130

投資その他の資産   

投資有価証券 959,925 1,142,861

その他 169,817 247,508

貸倒引当金 △47,508 △94,663

投資その他の資産合計 1,082,235 1,295,705

固定資産合計 2,008,784 2,299,427

資産合計 13,525,611 14,353,482
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,044,042 2,219,990

短期借入金 798,230 ※５  846,125

1年内返済予定の長期借入金 100,000 101,428

未払法人税等 299 18,758

その他 779,363 460,329

流動負債合計 2,721,935 3,646,631

固定負債   

長期借入金 600,000 707,382

繰延税金負債 229,713 165,289

退職給付引当金 438,197 475,554

役員退職慰労引当金 169,363 172,531

その他 34,088 30,263

固定負債合計 1,471,362 1,551,021

負債合計 4,193,298 5,197,652

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 6,618,936 6,397,107

自己株式 △126,938 △126,938

株主資本合計 8,989,964 8,768,135

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 376,800 432,580

為替換算調整勘定 △34,450 △44,885

評価・換算差額等合計 342,349 387,694

純資産合計 9,332,313 9,155,829

負債純資産合計 13,525,611 14,353,482
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 19,698,712 16,470,664

売上原価 16,306,068 13,443,656

売上総利益 3,392,643 3,027,008

販売費及び一般管理費 ※１, ※２  3,645,583 ※１, ※２  3,129,980

営業損失（△） △252,939 △102,972

営業外収益   

受取利息 15,167 11,404

受取配当金 44,299 39,454

その他 21,358 12,241

営業外収益合計 80,825 63,099

営業外費用   

支払利息 22,708 19,257

手形売却損 7,387 －

支払補償費 9,154 11,916

支払手数料 10,971 12,620

貸倒引当金繰入額 － 97,366

為替差損 4,852 24,117

その他 15,898 8,324

営業外費用合計 70,973 173,602

経常損失（△） △243,088 △213,474

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,038 12,985

固定資産売却益 ※３  68 ※３  93,349

投資有価証券売却益 14,903 －

特別利益合計 16,011 106,334

特別損失   

減損損失 ※６  542,000 －

固定資産売却損 ※４  2,956 ※４  4,065

固定資産除却損 ※５  606 ※５  95

投資有価証券売却損 － 2,339

投資有価証券評価損 136,276 11,926

事業撤退損 ※７  78,715 －

早期割増退職金 191,734 －

その他 493 －

特別損失合計 952,783 18,427

税金等調整前当期純損失（△） △1,179,860 △125,567

法人税、住民税及び事業税 8,960 7,645

法人税等調整額 200,835 △105,081

法人税等合計 209,796 △97,435

当期純損失（△） △1,389,656 △28,131
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,157,792 1,157,792

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,157,792 1,157,792

資本剰余金   

前期末残高 1,340,172 1,340,172

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,340,172 1,340,172

利益剰余金   

前期末残高 8,202,290 6,618,936

当期変動額   

剰余金の配当 △193,697 △193,697

当期純損失（△） △1,389,656 △28,131

当期変動額合計 △1,583,353 △221,828

当期末残高 6,618,936 6,397,107

自己株式   

前期末残高 △126,937 △126,938

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △126,938 △126,938

株主資本合計   

前期末残高 10,573,318 8,989,964

当期変動額   

剰余金の配当 △193,697 △193,697

当期純損失（△） △1,389,656 △28,131

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △1,583,354 △221,828

当期末残高 8,989,964 8,768,135
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 434,752 376,800

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57,952 55,779

当期変動額合計 △57,952 55,779

当期末残高 376,800 432,580

為替換算調整勘定   

前期末残高 △30,481 △34,450

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,969 △10,435

当期変動額合計 △3,969 △10,435

当期末残高 △34,450 △44,885

評価・換算差額等合計   

前期末残高 404,271 342,349

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,921 45,344

当期変動額合計 △61,921 45,344

当期末残高 342,349 387,694

純資産合計   

前期末残高 10,977,589 9,332,313

当期変動額   

剰余金の配当 △193,697 △193,697

当期純損失（△） △1,389,656 △28,131

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61,921 45,344

当期変動額合計 △1,645,276 △176,484

当期末残高 9,332,313 9,155,829
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,179,860 △125,567

減価償却費 156,031 97,392

減損損失 542,000 －

のれん償却額 － 6,474

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57,497 90,681

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,681 5,443

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,145 3,168

受取利息及び受取配当金 △59,467 △50,858

支払利息 22,708 19,257

為替差損益（△は益） △6,998 8,384

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） 136,276 11,926

有形固定資産売却損益（△は益） 2,887 △89,284

有形固定資産除却損 606 95

売上債権の増減額（△は増加） 2,111,095 △1,035,184

たな卸資産の増減額（△は増加） 365,751 901,891

未収入金の増減額（△は増加） 432,028 117,303

仕入債務の増減額（△は減少） △712,738 563,154

その他 205,788 △371,612

小計 1,902,166 155,008

利息及び配当金の受取額 53,147 49,846

利息の支払額 △21,795 △20,535

法人税等の支払額 △103,501 △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 1,885,104 268,511

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △299,751

有価証券の売却による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △45,721 △32,400

有形固定資産の売却による収入 － 63,515

投資有価証券の取得による支出 △85,446 △142,107

貸付けによる支出 △107,885 △200,000

定期預金の払戻による収入 － 17,819

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

その他 15,432 6,581

投資活動によるキャッシュ・フロー △223,621 △112,320
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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） △501,770 △28,884

長期借入れによる収入 500,000 307,064

長期借入金の返済による支出 △100,000 △189,353

社債の償還による支出 △500,000 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △192,976 △193,483

財務活動によるキャッシュ・フロー △794,746 △104,656

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,587 △12,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 868,323 39,113

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期末残高 ※１  3,477,114 ※１  3,516,228
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社 ２社 
   テスミック株式会社 
   Internix Hong Kong Limited 
 
 
 
 
 
 
(2) 非連結子会社 
   該当事項はありません。 

(1) 連結子会社 ３社 
   テスミック株式会社 
   Internix Hong Kong Limited 
   株式会社ハイレル 
 なお、当連結会計年度において、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、当連結会計
年度より、同社を連結の範囲に含めて
おります。 
(2) 非連結子会社 

同左 

２ 持分法の適用に関する事
項 

  該当事項はありません。 
 

同左 
 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

  全ての連結子会社の決算日は、連
結決算日と一致しております。 

同左 
 

４ 会計処理基準に関する事
項 

 (1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

 
 
①有価証券 
 
 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 
   …連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）

  時価のないもの 
   …移動平均法による原価法 

 
 
①有価証券 
 満期保有目的の債券 
  償却原価法 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 

同左 
 
 
 

  時価のないもの 
同左 

 ②     ───── 
  

②デリバティブ 
 時価法 

 ③たな卸資産 
 先入先出法による原価法 
 (貸借対照表価額は、収益性の低下

による簿価切下げの方法により算
定) 

 
(棚卸資産の評価に関する会計基準の

適用) 
  当連結会計年度より、「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、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。 

  この結果、従来の方法によった場
合に比べて、当連結会計年度の売上
総利益が15,555千円減少し、営業損
失、経常損失及び税金等調整前当期
純損失がそれぞれ15,555千円増加し
ております。 

  なお、セグメント情報に与える影
響は、当該箇所に記載しておりま
す。 

③たな卸資産 
 主として先入先出法による原価法 
 (貸借対照表価額は、収益性の低下

による簿価切下げの方法により算
定) 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

①有形固定資産(リース資産を除く) 

 定率法 

  ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備を除
く）については、定額法を採用して
おります。なお、主な耐用年数は次
のとおりであります。 

建物及び構築物 ７～38 年

機械装置及び運搬具 ８ 年

工具、器具及び備品 ２～15 年
 

①有形固定資産(リース資産を除く) 

 

同左 

 ②無形固定資産(リース資産を除く) 

 定額法 

  なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によ
っております。 

②無形固定資産(リース資産を除く) 

 定額法 

同左 

 ③リース資産 

 該当事項はありません。 

  なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取引
開始日が平成20年３月31日以前のリ
ース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理に
よっております。 

③リース資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基
準 

①貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える
ため、過去の貸倒実績率を基礎に算
定した貸倒見込額のほか、個別の債
権に対する回収可能性を見積って計
上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

 ②役員賞与引当金 

  役員の賞与の支給に備えるため、
支給見込額に基づき、計上しており
ます。 

②     ───── 

 ③退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務に基づき計上しております。な
お、当連結会計年度末における退職
給付債務の算定にあたっては、自己
都合退職による当連結会計年度末要
支給額を退職給付債務とする方法に
よって計上しております。 

③退職給付引当金 

同左 

 ④役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備える
ため、内規に基づく期末要支給額を
計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

 (4) 重要な外貨建の資産及
び負債の本邦通貨への
換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しておりま
す。なお、在外子会社等の資産及び負
債は、決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、収益及び費用は期中平均
相場により円貨に換算し、換算差額は
純資産の部における為替換算調整勘定
に含めております。 

同左 

 (5) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用して
おります。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの
償却に関する事項 

───── 

 

 のれんの償却については、５年間で
均等償却しております。 

７ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金(現金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引き出し可能な預金のほ
か、取得日より３か月以内に満期日が
到来する定期性預金及び取得日より３
か月以内に償還日が到来する容易に換
金可能であり、且つ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わない短期投
資であります。 

同左 

 

(7) 会計処理の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 当連結会計年度より、「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、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。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結
会計年度の売上総利益が15,555千円減少し、営業損失、
経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ15,555
千円増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記
載しております。 

───── 

(リース取引に関する会計基準の適用) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関
する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日
(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及
び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会
計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計
士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適
用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ
っております。 
 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース
取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理を適用しております。当連結会計年度
における新規の所有権移転外ファイナンス・リース取引
はないため、当該会計処理の変更により損益に与える影
響はありません。 

───── 
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(表示方法の変更) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(連結貸借対照表) 

 財務諸表等規則の一部を改正する内閣府令(平成20年
８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前
連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され
ていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」
「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま
す。 
 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる
「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、
それぞれ2,946,404千円、40,095千円、42,608千円であ
ります。 

───── 

───── (連結損益計算書) 

 前連結会計年度において特別損失の「その他」に含め
ていた「投資有価証券売却損」は、特別損失総額の100
分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記して
おります。 
 なお、前連結会計年度の特別損失の「その他」に含ま
れる「投資有価証券売却損」は、493千円であります。 

───── (連結キャッシュ・フロー計算書) 

 「有形固定資産の売却による収入」は前連結会計年度
まで、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」
に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度におい
て重要性が増したため、区分掲記しております。なお、
前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローの
「その他」に含まれている「有形固定資産の売却による
収入」は1,352千円であります。 

 

―　21　―

インターニックス㈱(2657) 平成22年３月期 決算短信



 

(8) 注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

※１ 債権の流動化による受取手形の譲渡残高は
300,575千円であります。このうち支払留保額
197,199千円は、流動資産の「未収入金」に含め
て表示しております。 

 

───── 
 

※２ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の
未収額が642,661千円含まれております。 

  

※２ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の
未収額が722,716千円含まれております。 

  

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取
引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行
残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 3,894,690 千円 

借入実行残高 700,000  

差引額 3,194,690  

  

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取
引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行
残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 3,865,200 千円 

借入実行残高 732,600  

差引額 3,132,600  

  

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額409,195千
円を含めて表示しております。 

 

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額180,485千
円を含めて表示しております。 

 

 ※５ 担保に供している資産 

定期預金 50,000 千円 
 

    担保に係る債務 

短期借入金 20,485 千円 

  

 ６ 受取手形割引高 6,296 千円 
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（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目及び金額は次
のとおりであります。 

従業員給料手当 1,355,575 千円 

従業員賞与 296,160  

貸倒引当金繰入額 33,402  

貸倒損失 3,752  

退職給付引当金繰入額 71,687  

役員退職慰労引当金繰入額 5,145  

研究開発費 69,187  

  

※１ 販売費及び一般管理費の主要費目及び金額は次
のとおりであります。 

従業員給料手当 1,251,334 千円 

従業員賞与 244,919  

貸倒引当金繰入額 5,625  

退職給付引当金繰入額 36,267  

役員退職慰労引当金繰入額 4,819  

研究開発費 38,820  

  

※２ 研究開発費の総額 69,187 千円 
 

※２ 研究開発費の総額 38,820 千円 
 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま
す。 

  工具、器具及び備品 68 千円 

  

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま
す。 

  機械装置及び運搬具 92,584 千円 

  工具、器具及び備品 764  

  計 93,349  

  

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりでありま
す。 

  機械装置及び運搬具 2,894 千円 

  工具、器具及び備品 62  

  計 2,956  

  

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりでありま
す。 

  建物及び構築物 3,716 千円 

  機械装置及び運搬具 287  

  工具、器具及び備品 61  

  計 4,065  

  

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
す。 

  建物及び構築物 126 千円 

  機械装置及び運搬具 134  

  工具、器具及び備品 345  

  計 606  

  

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
す。 

  機械装置及び運搬具 0 千円 

  工具、器具及び備品 95  

  計 95  
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※６ 減損損失 

   当企業集団は、キャッシュ・フローを生み出す
小単位として、事業の種類別セグメントを構成

する事業を基本単位として資産のグルーピングを
行っております。当連結会計年度においては、半
導体素子等検査事業における収益性の悪化等によ
り同検査事業から撤退することになったため、同
検査事業に係る固定資産等について、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。 

場所 用途 種類 金額(千円)

建物及び構築物 78,381

機械装置及び運搬具 319,466

工具、器具及び備品 11,347

土地 96,788

建設仮勘定 2,700

ソフトウェア 2,625

その他 1,253

埼玉 

県本 

庄市 

半導 

体素 

子等 

検査 

事業 

リース資産 29,437

合計 542,000

   回収可能価額は、正味売却価額により測定して
おり、主として不動産鑑定評価額に基づき算定し
ております。 
 なお、対象資産の処分可能性を考慮し、実質的
な処分価値がないと判断されたものについては、
正味売却価額をゼロとして評価しております。 

  

───── 

※７ 事業撤退損 

   連結子会社であるテスミック株式会社におい
て、半導体素子等検査事業から撤退することに伴
う損失であります。 
 なお、関連する固定資産に係る損失について
は、減損損失として処理しております。 

───── 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 9,903,800 － － 9,903,800

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 218,944 1 － 218,945

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加１株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 
当連結会計年度末残高 

(千円) 

提出会社(親会社) 
ストックオプションとし
ての新株予約権 

―

合計  ―

(注) 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年６月18日 
定時株主総会 

普通株式 193,697 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月19日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年６月18日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 193,697 20.00 平成21年３月31日 平成21年６月19日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 9,903,800 － － 9,903,800

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 218,945 － － 218,945

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 
当連結会計年度末残高 

(千円) 

提出会社(親会社) 
ストックオプションとし
ての新株予約権 

―

合計  ―

(注) 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成21年６月18日 
定時株主総会 

普通株式 193,697 20.00 平成21年３月31日 平成21年６月19日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成22年６月17日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 116,218 12.00 平成22年３月31日 平成22年６月18日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に記載されている科目の金額との関係 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に記載されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金期末残高 2,677,114 千円 

有価証券 800,000  

現金及び現金同等物の期末残高 3,477,114  
 

現金及び預金期末残高 2,566,228 千円 

有価証券 1,099,751  

小計 3,665,980  

取得日から満期日又は償還日ま
での期間が３か月超の有価証券 

△99,751  

預入期間が３か月超の定期預金 △50,000  

現金及び現金同等物の期末残高 3,516,228  
     

 

(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引、ストックオプション等に関する注記事項については、決算短
信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（金融商品関係） 

当連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

(追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適
用しております。 

 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当企業集団は、主に半導体素子等販売事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金(主に
銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な
運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するため
に利用し、投機目的及びレバレッジ効果の高い取引は行わない方針であります。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、外貨建て
の営業債権は為替の変動リスクに晒されていますが、仕入債務とネットしたポジションをモニタ
ーし、外貨借入れを行うなどしてヘッジしております。有価証券及び投資有価証券は、市場価額
の変動リスクに晒されています。 
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、その一部に

は、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的
に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金は、主に営業取引に係る資金調達であ
ります。デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ
取引を目的とした先物為替予約取引でありますが、当連結会計年度末における先物為替予約残高
はありません。なお、当連結会計年度より連結子会社となった株式会社ハイレルが保有する通貨
オプション残高がありますが、当該デリバティブ取引は解約する予定であり、今後、同社におい
て新たにデリバティブ取引は行わない方針であります。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモ

ニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じ
て、同様の管理を行っております。 
満期保有目的の債券は、格付の高い債権のみを対象としているため、信用リスクは僅少であり

ます。 
当期の連結決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対

照表価額により表わされております。 
②市場リスク(為替等の変動リスク)の管理 

当社は、外貨建資産・負債のバランスを図りながら、為替相場変動リスクを 小限に抑えるべ
く努めておりますが、期中において為替相場変動リスクを回避する目的で先物為替予約取引を利
用しております。有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を
把握し、保有状況を継続的に見直しております。デリバティブ取引については、取引権限や限度
額等を定めた職務権限規程に基づき、経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行っており
ます。月次の取引実績は、取締役会に定期的に報告しております。 

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 
当社は、予算に基づき、必要運転資金を確保すると共に、月初に当月支払い金額を確認し、流

動性リスクを管理しております。 
 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

―　28　―

インターニックス㈱(2657) 平成22年３月期 決算短信



 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。 

（単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額 

(1) 現金及び預金 2,566,228 2,566,228 － 

(2) 受取手形及び売掛金 5,327,818   

     貸倒引当金（*1） △122,303   

     差引 5,205,515 5,205,515 － 

(3) 有価証券及び投資有価
証券 

   

     満期保有目的の債券 99,751 100,034 282 

     その他有価証券 2,116,972 2,116,972 － 

(4) 未収入金 777,704   

     貸倒引当金（*1） △1,447   

     差引 776,257 776,257 － 

(5) 支払手形及び買掛金 (2,219,990) (2,219,990) － 

(6) 短期借入金 (846,125) (846,125) － 

(7) 未払法人税等 (18,758) (18,758) － 

(8) 長期借入金(*2) (808,810) (810,173) △1,363 

(9) デリバティブ取引(*3) (53,748) (53,748) － 

(*1) 受取手形及び売掛金、未収入金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。 

(*2) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。 

(*3) デリバティブ取引によって生じた債権、債務は純額で表示しております。 

( 4) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

 
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(4)未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。 

(3)有価証券及び投資有価証券 
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、株式は取引所の価

格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。 

 
負 債 
(5)支払手形及び買掛金、(6)短期借入金、並びに(7)未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。 

(8)長期借入金 
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会

社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる
ため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入金
を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。 

(9)デリバティブ取引 
取引先金融機関から提示された価格によっております。なお、ヘッジ会計が適用されているものは

ありません。 
 

(注２) 非上場株式(連結貸借対照表計上額21,912千円)及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上

額3,976千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把

握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含め

ておりません。 
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(注３) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 
(単位：千円） 

 １年以内 

現金及び預金 2,566,228 

受取手形及び売掛金 5,327,818 

未収入金 777,704 

有価証券のうち満期があるもの  

 満期保有目的の債券 100,000 

 その他有価証券のうち満期があるもの 1,000,000 

 計 1,100,000 

   合計 9,771,752 

 
(注４) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

(単位：千円） 

 １年以内 
１年超 
２年以内

２年超 
３年以内

３年超 
４年以内

４年超 
５年以内 

５年超 

長期借入金 101,428 601,428 101,428 1,428 1,428 1,670 

 

―　30　―

インターニックス㈱(2657) 平成22年３月期 決算短信



 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

(千円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表 

計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 104,531 757,010 652,478連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 小計 104,531 757,010 652,478

株式 178,766 154,475 △24,291連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 小計 178,766 154,475 △24,291

合計  283,298 911,485 628,187

(注) 投資有価証券について136,276千円減損処理を行っております。なお、下落率が50％超の株式については全

て減損処理を行い、下落率が30～50％の株式については、個別銘柄毎に、当連結会計年度における各月末

の時価と帳簿価格との乖離状況に基づいて回復可能性を判断し、減損処理を行うこととしております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

売却額 

(千円) 

売却益の合計額 

(千円) 

売却損の合計額 

(千円) 

21,156 14,903 493

 

３ 時価評価されていない有価証券の主な内容 

 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 譲渡性預金 800,000

 非上場株式 45,538

 投資事業有限責任組合への出資 2,901

計 848,440

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

 
１年以内 

(千円) 

その他有価証券 

 譲渡性預金 800,000

合計 800,000
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当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１ 満期保有目的の債券 

 種類 
連結貸借対照表 

計上額 

(千円) 

時価 

(千円) 

差額 

(千円) 

社債 99,751 100,034 282時価が連結貸借対照
表計上額を超えるも
の 小計 99,751 100,034 282

合計  99,751 100,034 282

 

２ その他有価証券 

 種類 
連結貸借対照表 

計上額 

(千円) 

取得原価 

(千円) 

差額 

(千円) 

(1)株式 911,120 182,251 728,869

(2)債券  

 社債 98,682 95,000 3,682

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

小計 1,009,802 277,251 732,551

(1)株式 107,169 118,754 △11,584

(2)譲渡性預金 1,000,000 1,000,000 －
連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

小計 1,107,169 1,118,754 △11,584

合計  2,116,972 1,396,005 720,966

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

株式 18,015 － 2,339

 

４ 減損処理を行った投資有価証券 

投資有価証券について11,926千円減損処理を行っております。なお、下落率が50％超の株式について
は全て減損処理を行い、下落率が30～50％の株式については、個別銘柄毎に、当連結会計年度における
各月末の時価と帳簿価格との乖離状況に基づいて回復可能性を判断し、減損処理を行うこととしており
ます。 
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（退職給付関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 退職給付制度の概要 

   退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度
を採用しております。 

 

１ 退職給付制度の概要 

同左 
 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 (注)１ 438,197 千円 

退職給付引当金 438,197  

  

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 (注)１ 475,554 千円

退職給付引当金 475,554  

  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用相当額 (注)２ 74,162 千円 

割増退職金等 (注)３ 21,312  

退職給付費用合計 95,475  

  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用相当額 (注)２ 37,619 千円

割増退職金等 9,193  

退職給付費用合計 46,812  

  

  
(注) １ 退職給付に係る会計基準の小規模企業等における簡便法を採用しております。 

２ 勤務費用相当額は、退職給付引当金繰入額であります。 

３ 前連結会計年度においては、上記のほか、早期退職者制度の実施による早期割増退職金191,734千円を

特別損失に計上しております。 
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（税効果会計関係） 

 

前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

(流動資産) 
 繰延税金資産 
  未払費用 77,202 千円
  未払金 136,780  
  たな卸資産 76,330  
  貸倒引当金 12,086  
  貸倒損失 59,379  
  その他 4,384  
 繰延税金資産小計 366,165  
  評価性引当金 △97,598  
 繰延税金資産合計 268,567  
    
 繰延税金負債 
  未収事業税 △4,441 千円
 繰延税金負債合計 △4,441  
 繰延税金資産の純額 264,125  
    
(固定資産) 
 繰延税金資産 
  退職給付引当金 175,279 千円
  役員退職慰労引当金 67,745  
  投資有価証券 75,892  
  貸倒引当金 8,800  
  減損損失 167,599  
  繰越欠損金 173,820  
  その他 21,189  
 繰延税金資産小計 690,327  
  評価性引当金 △668,840  
 繰延税金資産合計 21,487  
    
 繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 △251,200 千円
 繰延税金負債合計 △251,200  
 繰延税金負債の純額 △229,713  

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

(流動資産) 
繰延税金資産 

未払費用 77,937 千円
たな卸資産 87,201  
貸倒引当金 47,382  
繰越欠損金 114,953  
その他 5,039  

繰延税金資産小計 332,513  
評価性引当額 △63,815  

繰延税金資産合計 268,697  
  

繰延税金負債 
未収事業税 △1,100 千円

繰延税金負債合計 △1,100  
繰延税金資産の純額 267,597  

  
(固定資産) 

繰延税金資産 
退職給付引当金 190,221 千円
役員退職慰労引当金 69,012  
投資有価証券 80,632  
貸倒引当金 28,446  
減損損失 85,190  
繰越欠損金 496,273  
その他 8,128  

繰延税金資産小計 957,906  
評価性引当額 △834,809  

繰延税金資産合計 123,096  
  

繰延税金負債 
その他有価証券評価差額金 △288,386 千円

繰延税金負債合計 △288,386  
繰延税金負債の純額 △165,289  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0 ％

（調整）  

 交際費、受取配当金等永久差異項目 △0.2  

 住民税均等割 △1.0  

 在外子会社の税率差異 0.2  

 評価性引当額の増減 △57.0  

 その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △17.8 ％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0 ％

（調整）  

 交際費、受取配当金等永久差異項目 △1.0  

 住民税均等割 △8.8  

 貸倒損失(社外流出処理) △47.3  

 在外子会社の税率差異 △2.7  

 評価性引当額の増減 97.2  

 その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 77.6 ％
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（企業結合等関係） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
 
パーチェス法適用 
 
１ 被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的

形式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率 
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称   株式会社ハイレル 
事業の内容      半導体素子等販売事業 

(2) 企業結合を行った主な理由 
当社のグループ企業として事業展開を推し進めることは、今後の売上げ拡充等の面において

シナジー効果を発揮し、双方の企業にとって有意義であると判断するに至りました。特に当社
の主要仕入先の一部において、株式会社ハイレルも、当該仕入先の代理店であるため、営業効
率の向上及び営業活動の協調による同仕入先の売上げ拡大を行うものであります。 

(3) 企業結合日 
平成21年11月27日 

(4) 企業結合の法的形式 
株式取得 

(5) 結合後企業の名称 
株式会社ハイレル 

(6) 取得した議決権比率 

取得直前に所有していた議決権比率 14.9 ％

企業結合日に追加取得した議決権比率 85.1 ％

取得後の議決権比率 100.0 ％
 
２ 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成22年１月１日から平成22年３月31日まで 
 
３ 被取得企業の取得原価及びその内訳 

取得の対価 株式会社ハイレルの普通株式 20,400 千円 

取得原価  20,400 千円 
 
４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1) のれんの金額   129,482千円 
(2) 発生原因 

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積りにより発生したもの
であります。 

(3) 償却の方法及び償却期間 
５年間にわたる均等償却 

 
５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 847,032 千円 

固定資産 170,659 千円 

資産合計 1,017,691 千円 
 

流動負債 816,989 千円 

固定負債 309,784 千円 

負債合計 1,126,774 千円 
 
６ 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計期間の連結損益計算

書に及ぼす影響の概算額 
売上高 1,585,689 千円 

経常損失(△) △271,022 千円 

当期純損失(△) △284,951 千円 
 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 
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（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 19,313,918 384,794 19,698,712 － 19,698,712

 (2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 8,006 8,006 (8,006) －

計 19,313,918 392,800 19,706,718 (8,006) 19,698,712

 営業費用 19,497,283 462,375 19,959,658 (8,006) 19,951,652

 営業損失(△) △183,365 △69,574 △252,939 － △252,939

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

 

 資産 8,799,902 237,650 9,037,552 4,488,059 13,525,611

 減価償却費 96,127 59,904 156,031 － 156,031

 減損損失 － 542,000 542,000 － 542,000

 資本的支出 27,460 31,655 59,116 － 59,116

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 16,315,955 154,709 16,470,664 － 16,470,664

 (2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 2,057 2,057 (2,057) －

計 16,315,955 156,767 16,472,722 (2,057) 16,470,664

 営業費用 16,421,898 155,065 16,576,963 (3,326) 16,573,636

 営業利益又は営業損失(△) △105,943 1,702 △104,241 1,269 △102,972

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

 

 資産 9,739,755 316,602 10,056,358 4,297,123 14,353,482

 減価償却費 102,087 1,779 103,866 － 103,866

 資本的支出 30,337 16,084 46,422 － 46,422

(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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度4,701,166千円、当連結会

計年度4,603,643千円であり、その内容は、現金及び預金、有価証券、長期投資資金(投資有価証券)及
び繰延税金資産であります。 

４ 会計処理の変更 
  (前連結会計年度) 
  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
   「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から「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、当連結会計年度の半導体素子等販売事業の営業損失が15,555千円増加しております。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも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。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,465,749 34,882 2,500,632

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 19,698,712

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

12.5 0.2 12.7

(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。 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,741,462 10,447 2,751,909

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 16,470,664

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

16.6 0.1 16.7

(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。 

 

【関連当事者情報】 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年

４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  

１株当たり純資産額 963円60銭

１株当たり当期純損失(△) △143円49銭
 

  

１株当たり純資産額 945円38銭

１株当たり当期純損失(△) △2円90銭
     

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失(△) 

 当期純損失(△)（千円） △1,389,656 △28,131

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純損失(△)（千円） △1,389,656 △28,131

 普通株式の期中平均株式数（千株） 9,684 9,684

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

新株予約権４種類(新株
予約権の数2,012個)。 

新株予約権３種類(新株
予約権の数1,645個)。 

 

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 9,332,313 9,155,829

普通株式に係る純資産額（千円） 9,332,313 9,155,829

普通株式の発行済株式数（千株） 9,903 9,903

普通株式の自己株式数（千株） 218 218

１株当たりの純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

9,684 9,684

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 170,311 100.0 142,648 100.0 

 計 170,311 100.0 142,648 100.0 

半導体素子等検査事業 － － － － 

合計 170,311 100.0 142,648 100.0 

(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 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

事業の種類別 

セグメントの名称 

受注高(千円) 構成比(％) 受注残高(千円) 構成比(％) 

半導体素子等販売事業   

 ＩＣ・半導体 15,208,327 84.9 1,609,735 78.0 

 電子部品 1,264,764 7.1 340,092 16.5 

 電子機器 1,060,463 5.9 114,791 5.5 

 計 17,533,555 97.9 2,064,619 100.0 

半導体素子等検査事業 384,794 2.1 － － 

合計 17,918,349 100.0 2,064,619 100.0 

 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

事業の種類別 

セグメントの名称 

受注高(千円) 構成比(％) 受注残高(千円) 構成比(％) 

半導体素子等販売事業   

 ＩＣ・半導体 15,026,848 83.0 3,108,309 78.3 

 電子部品 1,579,235 8.7 446,745 11.2 

 電子機器 1,342,722 7.4 416,955 10.5 

 計 17,948,805 99.1 3,972,011 100.0 

半導体素子等検査事業 154,709 0.9 － － 

合計 18,103,514 100.0 3,972,011 100.0 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 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 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

事業の種類別 

セグメントの名称 

販売高(千円) 構成比(％) 販売高(千円) 構成比(％) 

半導体素子等販売事業   

 ＩＣ・半導体 16,704,535 84.8 13,706,762 83.2 

 電子部品 1,454,762 7.4 1,523,835 9.3 

 電子機器 1,154,619 5.8 1,085,357 6.6 

 計 19,313,918 98.0 16,315,955 99.1 

半導体素子等検査事業 384,794 2.0 154,709 0.9 

合計 19,698,712 100.0 16,470,664 100.0 

(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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６.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,359,279 2,093,433

受取手形 ※２  874,570 1,396,341

売掛金 ※１  3,118,650 ※１  3,586,045

有価証券 800,000 1,099,751

商品及び製品 2,585,633 1,719,453

仕掛品 27,261 15,040

原材料及び貯蔵品 24,726 12,840

前渡金 11,275 1,276

前払費用 35,697 36,329

繰延税金資産 263,447 267,597

未収入金 ※２, ※３  825,487 ※３  627,348

その他 201,135 121,212

貸倒引当金 △31,352 △123,517

流動資産合計 11,095,813 10,853,153

固定資産   

有形固定資産   

建物 943,155 943,155

減価償却累計額 △638,717 △661,577

建物（純額） 304,438 281,578

工具、器具及び備品 595,212 604,638

減価償却累計額 △540,339 △560,268

工具、器具及び備品（純額） 54,873 44,369

土地 319,500 319,500

有形固定資産合計 678,812 645,448

無形固定資産   

ソフトウエア 110,719 76,454

電話加入権 12,365 12,365

無形固定資産合計 123,084 88,819

投資その他の資産   

投資有価証券 959,925 1,142,861

関係会社株式 31,446 51,846

関係会社長期貸付金 610,000 937,444

破産更生債権等 25,508 25,314

長期前払費用 2,790 1,434

差入保証金 115,380 110,623

その他 22,210 210

貸倒引当金 △445,004 △329,934

投資その他の資産合計 1,322,256 1,939,799

固定資産合計 2,124,153 2,674,067

資産合計 13,219,967 13,527,221
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,037,602 1,680,052

短期借入金 798,230 825,640

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

未払金 393,707 133,553

未払費用 194,317 189,461

未払法人税等 － 17,004

前受金 26,563 2,311

預り金 24,767 22,355

その他 18,331 23,831

流動負債合計 2,593,520 2,994,210

固定負債   

長期借入金 600,000 700,000

繰延税金負債 229,713 165,289

退職給付引当金 426,041 441,667

役員退職慰労引当金 169,120 172,531

その他 34,088 30,263

固定負債合計 1,458,963 1,509,752

負債合計 4,052,484 4,503,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,157,792 1,157,792

資本剰余金   

資本準備金 1,340,172 1,340,172

資本剰余金合計 1,340,172 1,340,172

利益剰余金   

利益準備金 47,674 47,674

その他利益剰余金   

別途積立金 6,004,385 6,004,385

繰越利益剰余金 367,596 167,591

利益剰余金合計 6,419,656 6,219,651

自己株式 △126,938 △126,938

株主資本合計 8,790,683 8,590,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 376,800 432,580

評価・換算差額等合計 376,800 432,580

純資産合計 9,167,483 9,023,258

負債純資産合計 13,219,967 13,527,221
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

商品売上高 19,021,954 15,568,697

製品売上高 204,035 162,656

売上高合計 19,225,989 15,731,354

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 2,922,588 2,583,483

当期商品仕入高 15,396,582 11,837,434

合計 18,319,171 14,420,917

商品他勘定振替高 ※１  5,339 ※１  2,189

商品期末たな卸高 2,583,483 1,718,666

商品売上原価 15,730,348 12,700,061

製品売上原価   

製品期首たな卸高 6,338 2,150

当期製品製造原価 170,311 131,832

合計 176,649 133,983

製品期末たな卸高 2,150 787

製品売上原価 174,499 133,195

売上原価合計 15,904,847 12,833,257

売上総利益 3,321,142 2,898,096

販売費及び一般管理費 ※２, ※３  3,514,109 ※２, ※３  2,988,717

営業損失（△） △192,967 △90,620

営業外収益   

受取利息 ※７  10,673 ※７  5,052

有価証券利息 8,389 7,035

受取配当金 44,299 39,454

その他 21,578 16,388

営業外収益合計 84,941 67,929

営業外費用   

支払利息 18,418 19,217

手形売却損 7,387 －

支払補償費 1,498 9,812

支払手数料 10,971 12,620

貸倒引当金繰入額 － 97,366

為替差損 5,139 26,763

その他 20,188 8,218

営業外費用合計 63,604 173,998

経常損失（△） △171,630 △196,689
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 808 105,648

固定資産売却益 ※４  68 －

投資有価証券売却益 14,903 －

特別利益合計 15,781 105,648

特別損失   

固定資産売却損 ※５  62 ※５  30

固定資産除却損 ※６  471 ※６  84

投資有価証券売却損 － 2,339

投資有価証券評価損 136,276 11,926

関係会社株式評価損 419,671 －

貸倒引当金繰入額 397,495 －

早期割増退職金 191,734 －

その他 493 －

特別損失合計 1,146,206 14,381

税引前当期純損失（△） △1,302,056 △105,422

法人税、住民税及び事業税 8,683 6,644

法人税等調整額 196,518 △105,759

法人税等合計 205,202 △99,114

当期純損失（△） △1,507,258 △6,307
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,157,792 1,157,792

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,157,792 1,157,792

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,340,172 1,340,172

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,340,172 1,340,172

資本剰余金合計   

前期末残高 1,340,172 1,340,172

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,340,172 1,340,172

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 47,674 47,674

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 47,674 47,674

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,004,385 6,004,385

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,004,385 6,004,385

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,068,552 367,596

当期変動額   

剰余金の配当 △193,697 △193,697

当期純損失（△） △1,507,258 △6,307

当期変動額合計 △1,700,955 △200,004

当期末残高 367,596 167,591

利益剰余金合計   

前期末残高 8,120,611 6,419,656

当期変動額   

剰余金の配当 △193,697 △193,697

当期純損失（△） △1,507,258 △6,307

当期変動額合計 △1,700,955 △200,004

当期末残高 6,419,656 6,219,651
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △126,937 △126,938

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △126,938 △126,938

株主資本合計   

前期末残高 10,491,639 8,790,683

当期変動額   

剰余金の配当 △193,697 △193,697

当期純損失（△） △1,507,258 △6,307

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △1,700,956 △200,004

当期末残高 8,790,683 8,590,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 434,752 376,800

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57,952 55,779

当期変動額合計 △57,952 55,779

当期末残高 376,800 432,580

評価・換算差額等合計   

前期末残高 434,752 376,800

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57,952 55,779

当期変動額合計 △57,952 55,779

当期末残高 376,800 432,580

純資産合計   

前期末残高 10,926,391 9,167,483

当期変動額   

剰余金の配当 △193,697 △193,697

当期純損失（△） △1,507,258 △6,307

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57,952 55,779

当期変動額合計 △1,758,908 △144,225

当期末残高 9,167,483 9,023,258
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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) 重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び
評価方法 

(1)    ───── 
 
(2) 子会社株式 
  移動平均法による原価法 
(3) その他有価証券 
 時価のあるもの 
  …期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

 時価のないもの 
  …移動平均法による原価法 

(1) 満期保有目的の債券 
  償却原価法 
(2) 子会社株式 

同左 
(3) その他有価証券 
 時価のあるもの 

同左 
 
 
 

 時価のないもの 
同左 

２ たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

先入先出法による原価法 
 (貸借対照表価額は、収益性の低下
による簿価切下げの方法により算定) 
 
(棚卸資産の評価に関する会計基準の

適用) 
 当事業年度より、「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、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。 
 この結果、従来の方法によった場合
に比べて、当事業年度の売上総利益が
15,555千円減少し、営業損失、経常損
失及び税引前当期純損失がそれぞれ
15,555千円増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。 

先入先出法による原価法 
 (貸借対照表価額は、収益性の低下
による簿価切下げの方法により算定) 

３ 固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
  定率法 
  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除
く）については、定額法を採用して
おります。 
 なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。 

建物 10～38 年

工具、器具及び備品 ２～15 年
 

(1) 有形固定資産 
 

同左 

 (2) 無形固定資産 
  定額法 
  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法によって
おります。 

(2) 無形固定資産 
同左 

 (3) 長期前払費用 
  均等償却 

(3) 長期前払費用 
同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、過去の貸倒実績率を基礎に算
定した貸倒見込額のほか、個別の債
権に対する回収可能性を見積って計
上しております。 

(1) 貸倒引当金 
同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 (2) 役員賞与引当金 

  役員の賞与の支給に備えるため、
支給見込額に基づき、計上しており
ます。 

(2)    ───── 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、
当事業年度末における退職給付債務
に基づき計上しております。なお、
当事業年度末における退職給付債務
の算定にあたっては、自己都合退職
による期末要支給額を退職給付債務
とする方法によって計上しておりま
す。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備える
ため、内規に基づく期末要支給額を
計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、期末日の
直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しており
ます。 

同左 

６ その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

(6) 会計処理の変更 

 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 当事業年度より、「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、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。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当事業
年度の売上総利益が15,555千円減少し、営業損失、経常
損失及び税引前当期純損失がそれぞれ15,555千円増加し
ております。 

───── 

 

表示方法の変更 

 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

───── (損益計算書) 

 前事業年度において特別損失の「その他」に含めてい
た「投資有価証券売却損」は、特別損失総額の100分の
10を超えたため、当事業年度より区分掲記しておりま
す。 
 なお、前事業年度の特別損失の「その他」に含まれる
「投資有価証券売却損」は、493千円であります。 
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(7) 注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

前事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

※１ 関係会社に対する債権 

売掛金 148,584 千円 

  

※１ 関係会社に対する債権 

売掛金 386,699 千円 

  

※２ 債権の流動化による受取手形の譲渡残高は
300,575千円であります。このうち支払留保額
197,199千円は、流動資産の「未収入金」に含め
て表示しております。 

  

───── 

  

※３ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の
未収額が619,005千円含まれております。 

 

※３ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の
未収額が610,688千円含まれております。 

 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、
取引銀行６行と当座貸越契約を締結しておりま
す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行
残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 3,894,690 千円 

借入実行残高 700,000  

差引額 3,194,690  

  

 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、
取引銀行６行と当座貸越契約を締結しておりま
す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行
残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 3,865,200 千円 

借入実行残高 732,600  

差引額 3,132,600  

  

─────  ５ 偶発債務 

    債務保証 

  当社の関係会社である株式会社ハイレルの取引
先に対する以下の負債に対し、債務保証を行って
おります。 

買掛金 115,848 千円 

支払手形 237,537  

計 353,386  
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（損益計算書関係） 

 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

材料費 5,339 千円 

  

※１ 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

材料費 2,189 千円 

  

※２ 販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売

費84％、一般管理費16％であり、また、主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

販売促進費 171,485 千円 

従業員給料手当 1,304,643  

従業員賞与 294,074  

法定福利費 211,794  

貸倒引当金繰入額 33,402  

貸倒損失 3,752  

退職給付引当金繰入額 68,762  

役員退職慰労引当金繰入額 5,082  

研究開発費 69,187  

減価償却費 46,294  

賃借料 174,290  

  

※２ 販売費及び一般管理費のおおよその割合は販売

費85％、一般管理費15％であり、また、主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

販売促進費 142,467 千円 

従業員給料手当 1,194,220  

従業員賞与 241,070  

法定福利費 194,436  

貸倒引当金繰入額 5,594  

退職給付引当金繰入額 34,293  

役員退職慰労引当金繰入額 4,819  

研究開発費 37,450  

減価償却費 41,493  

賃借料 175,466  

  

※３ 研究開発費の総額 69,187 千円 

  

※３ 研究開発費の総額 37,450 千円 

  

※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりでありま
す。 

  工具、器具及び備品 68 千円 

  

───── 

  

※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりでありま
す。 

  工具、器具及び備品 62 千円 

  

※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりでありま
す。 

  工具、器具及び備品 30 千円 

  

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
す。 

  建物 126 千円 

  工具、器具及び備品 345  

  計 471  

  

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
す。 

  工具、器具及び備品 84 千円 

  

※７ 関係会社に対する取引高 

  受取利息 6,392 千円 
 

※７ 関係会社に対する取引高 

  受取利息 890 千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当事業年度末 

(株) 

 普通株式 218,944 1 － 218,945

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加１株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当事業年度末 

(株) 

 普通株式 218,945 － － 218,945

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年
４月１日 至 平成22年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあ
りません。 
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（税効果会計関係） 

 

前事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

(流動資産) 
 繰延税金資産 
  未払費用 77,202 千円
  未払金 105,294  
  たな卸資産 76,330  
  貸倒引当金 12,038  
  貸倒損失 59,379  
  その他 3,700  
 繰延税金資産小計 333,947  
  評価性引当金 △66,058  
 繰延税金資産合計 267,888  
    
 繰延税金負債 
  未収事業税 △4,441 千円
 繰延税金負債合計 △4,441  
 繰延税金資産の純額 263,447  
    
(固定資産) 
 繰延税金資産 
  退職給付引当金 170,416 千円
  役員退職慰労引当金 67,648  
  投資有価証券 75,892  
  貸倒引当金 167,798  
  関係会社株式評価損 167,868  
  繰越欠損金 61,250  
  その他 21,006  
 繰延税金資産小計 731,882  
  評価性引当金 △710,395  
 繰延税金資産合計 21,487  
    
 繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 △251,200 千円
 繰延税金負債合計 △251,200  
 繰延税金負債の純額 △229,713  

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

(流動資産) 
繰延税金資産 

未払費用 75,617 千円
たな卸資産 66,633  
貸倒引当金 47,307  
繰越欠損金 114,953  
その他 4,853  

繰延税金資産小計 309,365  
評価性引当額 △40,667  

繰延税金資産合計 268,697  
  

繰延税金負債 
未収事業税 △1,100 千円

繰延税金負債合計 △1,100  
繰延税金資産の純額 267,597  

  
(固定資産) 

繰延税金資産 
退職給付引当金 176,666 千円
役員退職慰労引当金 69,012  
投資有価証券 80,632  
貸倒引当金 122,864  
関係会社株式評価損 167,868  
繰越欠損金 108,638  
その他 8,102  

繰延税金資産小計 733,786  
評価性引当額 △610,689  

繰延税金資産合計 123,096  
  

繰延税金負債 
その他有価証券評価差額金 △288,386 千円

繰延税金負債合計 △288,386  
繰延税金負債の純額 △165,289  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0 ％

（調整）  

 交際費、受取配当金等永久差異項目 △0.2  

 住民税均等割 △0.8  

 評価性引当額の増減 △54.9  

 その他 0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △15.8 ％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0 ％

（調整）  

 交際費、受取配当金等永久差異項目 △1.1  

 住民税均等割 △9.8  

 貸倒損失(社外流出処理) △56.3  

 過年度法人税等 3.3  

 評価性引当額の増減 118.7  

 その他 △0.8  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 94.0 ％
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（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  

１株当たり純資産額 946円58銭 

１株当たり当期純損失(△) △155円63銭 
 

  

１株当たり純資産額 931円69銭 

１株当たり当期純損失(△) △0円65銭 
     

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失(△) 

 当期純損失(△)（千円） △1,507,258 △6,307

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純損失(△)（千円） △1,507,258 △6,307

 普通株式の期中平均株式数（千株） 9,684 9,684

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

新株予約権４種類(新株
予約権の数2,012個)。 

新株予約権３種類(新株
予約権の数1,645個)。 

 

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度末 

(平成21年３月31日) 

当事業年度末 

(平成22年３月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 9,167,483 9,023,258

普通株式に係る純資産額（千円） 9,167,483 9,023,258

普通株式の発行済株式数（千株） 9,903 9,903

普通株式の自己株式数（千株） 218 218

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

9,684 9,684

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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７．その他 

役員の異動 

1. 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

2. その他の役員の異動 

その他の役員の異動につきましては、平成22年５月13日付の別紙「人事異動に関するお知ら
せ」をご参照下さい。 
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