
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無         ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  41,329  △10.7  576  53.0  718  90.0  413  41.9

22年3月期第１四半期  46,290  △19.0  376  △64.9  377  △66.8  291  △38.7

  
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

23年3月期第１四半期 13.64 ― 

22年3月期第１四半期 9.61 ― 

  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 

23年3月期第１四半期  83,025  59,161  71.3 1,953.77

22年3月期  86,817  59,564  68.6 1,967.08

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 59,161百万円 22年3月期 59,564百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期 ―  10.00 ―  10.00  20.00

23年3月期 ―  

23年3月期（予想） 10.00 ―  10.00  20.00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  88,000  △10.6  1,000  △10.8  1,000  △8.7  550  △32.3 18.16

通期  180,000  0.9  2,200  0.4  2,200  0.8  1,400  4.4 46.23



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご参照下さい。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      ― 社 （社名）                        除外      ― 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更                     ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。  

  

※  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、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であって、潜

在的なリスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性がありま

す。 

 なお、業績予想に関する事項は、[添付資料]３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご参照下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 30,281,373株 22年3月期 30,281,373株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 781株 22年3月期 627株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 30,280,662株 22年3月期１Ｑ 30,280,993株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①当第１四半期連結累計期間の概況 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、日米欧における雇用情勢の厳しさは続いたものの、総じて回復基

調となりました。また、当社が属するエレクトロニクス業界につきましても、新興国需要が牽引する形でＰＣや携帯

電話、自動車等の販売が拡大し、それらに搭載される半導体や電子部品の需要も前年同期に比べ大幅に増加するな

ど、好調に推移しました。その一方で、各国が実施してきた景気刺激策の効果剥落に加え、欧州における財政緊縮化

の動きが活発化するなど、世界経済に対する不安要素が増しており、先行き不透明感は強まりました。 

 このようななか当社グループは、携帯電話やデジタル家電における新興国市場の拡大やＩＣＴ（情報通信技術）の

進展による新たなサービス形態の浸透といった事業環境の変化に対応すべく、事業力の強化に取り組むとともに、そ

の礎となる経営基盤の整備にも努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は413億29百万円（前年同期比10.7％減）、営業利益

は販売構成の変化に伴う総利益率の改善などにより5億76百万円（前年同期比53.0％増）、経常利益は7億18百万円

（前年同期比90.0％増）、四半期純利益は4億13百万円（前年同期比41.9％増）となりました。 

  

②セグメント業績概況 

（デバイス事業） 

 デバイス事業におきましては、主にエレクトロニクスメーカー向けに半導体（システムＬＳＩ、マイコン、液晶デ

ィスプレイドライバＩＣ、メモリ等）や電子部品（コネクタ、コンデンサ、回路基板等）の販売に加え、ソフト開発

やＡＳＩＣ設計等の技術サポートを行っております。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、半導体は液晶テレビ向けシステムＬＳＩや液晶ディスプレイドライバ

ＩＣなどが好調に推移したものの、家庭用ゲーム機向けシステムＬＳＩが減少し、売上高が前年同期に比べ減少いた

しました。また、電子部品につきましても、コネクタなど一部の製品で堅調に推移したものの、ワイヤレスＷＡＮモ

ジュールや家庭用ゲーム機向けなどが減少し、売上高が前年同期に比べ減少いたしました。 

 この結果、連結デバイス事業の売上高は396億41百万円（前年同期比10.8％減）、セグメント利益は販売構成の変

化に伴う総利益率の改善などにより8億88百万円（前年同期比43.2％増）となりました。 

 なお、受注高は474億67百万円、受注残高は361億67百万円となりました。 

  

（ソリューション事業） 

 ソリューション事業におきましては、主に企業や医療機関、官公庁、自治体向けに情報通信ネットワークや基幹業

務システムの販売及び保守・サポート等を行うネットワークシステム関連ビジネスと、放送局や映像制作のプロダク

ション向けに映像コンテンツの編集や送出、配信に使用するシステムやソフトウェアの販売等を行う映像システム関

連ビジネスを展開しております。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、民間企業などの設備投資の抑制からネットワークシステム関連ビジネ

ス及び映像システム関連ビジネスとも、売上高が前年同期に比べ減少いたしました。 

 この結果、連結ソリューション事業の売上高は16億88百万円（前年同期比8.1％減）、セグメント損失は販管費の

削減に努め、前年同期比で23百万円改善の89百万円に留まりました。なお、連結ソリューション事業の売上高は、第

２四半期及び第４四半期に集中する定常的な季節要因があり、当第１四半期のセグメント損失は、第２四半期に解消

される見通しであります。 

 また、受注高は32億円、受注残高は51億93百万円となりました。 

   

（注）セグメント業績概況におけるセグメント損益前年同期増減率は、前年同期とは適用される会計基準が異なるこ

とから、参考として記載しております。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

①資産、負債、純資産の状況 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて37億91百万円減少し、830億25百万円

となりました。これは主に現金及び預金の減少22億75百万円、流動資産その他の減少15億15百万円（主に未収消費税

の減少）等によるものです。 

  また、負債は、前連結会計年度末に比べて33億88百万円減少し、238億64百万円となりました。これは主に仕入債

務の減少37億25百万円等によるものです。 

 純資産は、利益剰余金の増加1億10百万円、その他有価証券評価差額金の減少1億67百万円、為替換算調整勘定の減

少5億28百万円、繰延ヘッジ損益の増加1億82百万円等により4億3百万円減少し、591億61百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、仕入債務の減少やたな卸資産の増加等

により支出が増加したため、前連結会計年度末に比べて22億75百万円減少し、132億16百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少及びたな卸資産の増加等によ

り22億60百万円の支出となりました。その結果、前第１四半期連結累計期間が99億66百万円の収入であったことか

ら、122億27百万円の支出増となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により20百

万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ支出が19億74百万円減少しております。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入等により1億12百万円

の収入となりました。その結果、前第１四半期連結累計期間が5億63百万円の支出であったことから、6億76百万円の

収入増となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期及び第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、当第１四半期の業績が順調に推移しておりますが、

市場動向など一部で不透明な部分もあり、現時点では平成22年３月期決算短信（平成22年５月14日発表）に記載した

予想数値から変更しておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 法人税等の計上基準は法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

 ただし、当該年間予測税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を 

適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,216 15,491

受取手形及び売掛金 43,517 43,849

商品 17,292 16,742

半成工事 24 0

その他 1,740 3,256

貸倒引当金 △25 △26

流動資産合計 75,765 79,313

固定資産   

有形固定資産 4,710 4,747

無形固定資産   

のれん 50 58

その他 360 397

無形固定資産合計 411 455

投資その他の資産   

その他 2,179 2,342

貸倒引当金 △41 △42

投資その他の資産合計 2,138 2,300

固定資産合計 7,260 7,503

資産合計 83,025 86,817

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,731 22,456

短期借入金 1,681 1,300

1年内返済予定の長期借入金 1,500 1,500

未払法人税等 350 206

引当金 284 600

その他 1,102 973

流動負債合計 23,650 27,037

固定負債 213 215

負債合計 23,864 27,252



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,811 14,811

資本剰余金 15,329 15,329

利益剰余金 31,483 31,373

自己株式 △0 △0

株主資本合計 61,624 61,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 203

繰延ヘッジ損益 96 △85

為替換算調整勘定 △2,595 △2,067

評価・換算差額等合計 △2,462 △1,949

純資産合計 59,161 59,564

負債純資産合計 83,025 86,817



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 46,290 41,329

売上原価 43,548 38,450

売上総利益 2,741 2,878

販売費及び一般管理費 2,364 2,302

営業利益 376 576

営業外収益   

受取利息 10 6

受取配当金 10 115

為替差益 － 31

その他 22 14

営業外収益合計 43 168

営業外費用   

支払利息 10 5

売上割引 8 5

為替差損 22 －

その他 0 15

営業外費用合計 42 26

経常利益 377 718

特別利益   

投資有価証券売却益 5 0

貸倒引当金戻入額 － 0

のれん譲渡益 115 3

特別利益合計 120 4

特別損失   

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 9 0

特別損失合計 9 1

税金等調整前四半期純利益 489 721

法人税等 198 308

四半期純利益 291 413



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 489 721

減価償却費 87 76

のれん償却額 6 7

前払年金費用の増減額（△は増加） 13 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 △0

受取利息及び受取配当金 △21 △122

支払利息 10 5

固定資産売却損益（△は益） － 0

投資有価証券売却損益（△は益） △5 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 9 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,024 △322

たな卸資産の増減額（△は増加） △365 △819

仕入債務の増減額（△は減少） 6,192 △3,185

未収消費税等の増減額（△は増加） 2,900 1,397

未払消費税等の増減額（△は減少） △6 △1

その他 128 39

小計 10,477 △2,193

利息及び配当金の受取額 18 16

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △529 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,966 △2,260

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △2,000 －

有形固定資産の取得による支出 △2 △8

有形固定資産の売却による収入 － 2

ソフトウエアの取得による支出 △5 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 11 0

その他 1 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,994 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 2,145

短期借入金の返済による支出 － △1,748

リース債務の返済による支出 △10 △8

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △553 △275

財務活動によるキャッシュ・フロー △563 112

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44 △105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,363 △2,275

現金及び現金同等物の期首残高 9,077 15,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  16,441 ※  13,216



該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分し

ております。 

２ 各区分の主な製品 

(1）デバイス事業……………半導体、一般電子部品 

(2）ソリューション事業……電子機器 

３ 会計処理の方法の変更 

 （在外連結子会社の収益及び費用の本邦通貨への換算の基準） 

 在外連結子会社の収益及び費用項目については、これまで決算時の為替相場により換算する方法を採用し

てまいりましたが、在外子会社の重要性が増し、各四半期毎の損益の状況をより的確に表示する目的で、当

第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…香港、シンガポール、台湾 

(2）北米……米国 

３ 会計処理の方法の変更 

 （在外連結子会社の収益及び費用の本邦通貨への換算の基準） 

 在外連結子会社の収益及び費用項目については、これまで決算時の為替相場により換算する方法を採用し

てまいりましたが、在外子会社の重要性が増し、各四半期毎の損益の状況をより的確に表示する目的で、当

第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により換算する方法に変更いたしました。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

  
デバイス事業
（百万円） 

ソリューショ
ン事業 
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  44,453  1,836  46,290  －  46,290

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  44,453  1,836  46,290  －  46,290

営業利益（営業損失）  781  (91)  689  (312)  376

【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  32,010  13,542  736  46,290  －  46,290

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,589  283  0  2,873  (2,873)  －

計  34,600  13,825  737  49,163  (2,873)  46,290

営業利益  75  199  2  277  99  376



前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア…香港、シンガポール、台湾、韓国、中国 

(2）北米……米国 

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。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包

括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「デバイス事

業」及び「ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「デバイス事業」は、主にエレクトロニクスメーカー向けに半導体（システムＬＳＩ、マイコン、液晶ディスプレ

イドライバＩＣ、メモリ等）や電子部品（コネクタ、コンデンサ、回路基板等）の販売に加え、ソフト開発やＡＳＩ

Ｃ設計等の技術サポートを行っております。 

 「ソリューション事業」は、主に企業や医療機関、官公庁、自治体向けに情報通信ネットワークや基幹業務システ

ムの販売及び保守・サポート等を行うネットワークシステム関連ビジネスと、放送局や映像制作のプロダクション向

けに映像コンテンツの編集や送出、配信に使用するシステムやソフトウェアの販売等を行う映像システム関連ビジネ

スを展開しております。 

      

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１ セグメント利益又は損失の調整額△80百万円には、各報告セグメントに配分していない企画・総務・経

理及び人事等管理部門に係る費用、各報告セグメントに配分した社内支払利息との調整額などが含まれて

おります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

【海外売上高】

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  24,592  650  8  25,252

Ⅱ 連結売上高（百万円）        46,290

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 53.2  1.4  0.0  54.6

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ デバイス事業

ソリューショ
ン事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高  39,641  1,688  41,329  －  41,329

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  39,641  1,688  41,329  －  41,329

セグメント利益又は損失(△)  888  △89  798  △80  718



該当事項はありません。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記事項

項目 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

※  現金及び現金同等物の四半期

末残高と四半期連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額と

の関係 

  

現金及び預金勘定 百万円13,541

有価証券勘定 百万円4,900

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 百万円△2,000

現金及び現金同等物 百万円16,441

  

現金及び預金勘定 百万円13,216

現金及び現金同等物 百万円13,216
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