
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年1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22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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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（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12月期第２四半期  8,021  20.2  147  －  186  －  95  －

21年12月期第２四半期  6,672  －  △230  －  △185  －  △84  －

  
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12月期第２四半期  8  37  －  －

21年12月期第２四半期  △7  22  －  －

  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12月期第２四半期  9,509  7,939  83.5  694  66

21年12月期  9,102  7,905  86.8  691  68

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 7,939百万円 21年12月期 7,905百万円

  
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 

21年12月期  －  －  0 00 － － 5 00  5  00

22年12月期  －  －  0 00

22年12月期（予想） － － 5 00  5  00

  （％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 
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  17,200  16.5  265  －  285  －  155  －  13  56



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（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：無 

②  ①以外の変更              ：有 

（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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。 

  

※  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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関

する事項等については、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．３「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ

さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 11,849,899株 21年12月期 11,849,899株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 420,446株 21年12月期 420,366株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 11,429,482株 21年12月期２Ｑ 11,660,213株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、中国やインドなど

アジアを中心した海外経済の回復を背景に輸出が好調に推移し、特に製造業を中心に持ち直しが見られました。更

に様々な景気浮揚策により、個人消費も回復傾向にあり、明るい兆しが見えてまいりました。しかしながら、国内

の雇用環境は依然として厳しく、デフレ傾向や円高など懸念要素もあり、未だ景気の先行きは不透明であります。

 当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、国内外の様々な景気刺激策により通信インフラ向

け投資や、薄型テレビの需要が好調に推移しております。また、スマートフォーンなどの新型の携帯機器などの市

場も拡大しており、全体的に緩やかな回復基調が継続しました。 

 このような市場環境の中、当社グループは、次世代の通信インフラ向けの開発が活発となっている機会を捉え、

通信分野の顧客へのソリューション提案や技術サポートに積極的に取り組むとともに、回復基調が鮮明になった中

堅の産業機器分野の顧客や、中小の顧客への営業活動にも注力し、顧客基盤の拡大に努めました。 

 こうした事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、すべてのソリューション分野に

おいて回復基調となり、特に通信分野向けの売上高増加が貢献し、売上高は80億２千１百万円（前年同期比20.2％

増）となりました。 

 利益面につきましては、売上高が伸長したことに加え、ドル円相場が円高基調で推移し売上総利益率が上昇した

こと、更に前連結会計年度に実施した子会社２社の合併や徹底したコスト管理により損益分岐点が改善されたこと

等により計画を上回って推移し、営業利益１億４千７百万円（前年同期は２億３千万円の営業損失）となりまし

た。経常利益および四半期純利益につきましては、為替差益が発生したことにより当初計画を上回って推移し、経

常利益１億８千６百万円（前年同期は、１億８千５百万円の経常損失）、四半期純利益９千５百万円（前年同期

は、８千４百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億６百万円増加し95億９百万円となりま

した。これは主に現金及び預金、流動資産のその他が増加したこと等によるものです。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ３億７千２百万円増加し15億６千９百万円と

なりました。これは主に買掛金が増加したこと等によるものです。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ３千４百万円増加し79億３千９百万円とな

りました。これは主に配当金の支払いを実施した一方で、四半期純利益による増加があったことによるもので

す。  

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、４億５千２百万円増

加し、27億５千５百万円となりました。 

当第２四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）  

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を１億８千５百万円計上した

こと、および未収入金が増加したこと等により、５億２千２百万円の収入（前年同期は16億４百万円の収入）と

なりました。 

（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・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出を行ったこと等により、

１千９百万円の支出（前年同期は２億６千１百万円の収入）となりました。  

（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・フローにつきましては、配当金の支払いを実施したこと等により、５千７百万円

の支出（前年同期は６億６千５百万円の支出）となりました。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期の連結業績予想につきましては、平成22年7月23日に業績予想の修正を行っております。具体的

な内容につきましては、平成22年7月23日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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 

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（表示方法の変更） 

 四半期連結損益計算書関係 

１．前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「売上債権売

却損」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することと

しました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「売上債権売却損」は

5,686千円であります。 

２．前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却

損」は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしま

した。なお、前第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産売却損」は540千円

であります。 

  

 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 

営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増減額（△は増加）」は、前第２四半期連結累計期間

は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれている「未収入金の増減額（△は増加）」は

59,294千円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,755,403 2,302,915

受取手形及び売掛金 3,462,724 3,544,782

商品 1,483,054 1,590,820

その他 1,222,133 974,202

貸倒引当金 △431 △460

流動資産合計 8,922,884 8,412,259

固定資産   

有形固定資産 55,267 58,342

無形固定資産   

のれん 15,796 23,646

その他 38,629 37,262

無形固定資産合計 54,426 60,908

投資その他の資産   

繰延税金資産 119,357 212,165

その他 363,183 371,512

貸倒引当金 △6,098 △12,591

投資その他の資産合計 476,442 571,087

固定資産合計 586,136 690,337

資産合計 9,509,021 9,102,597

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 727,096 498,239

未払法人税等 9,660 9,247

賞与引当金 69,123 41,810

その他 531,109 414,664

流動負債合計 1,336,989 963,962

固定負債   

退職給付引当金 22,429 25,476

役員退職慰労引当金 166,363 166,363

負ののれん 162 243

その他 43,491 41,029

固定負債合計 232,447 233,112

負債合計 1,569,436 1,197,075
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（単位：千円）

当第２四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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,339,634 1,339,634

資本剰余金 2,698,526 2,698,526

利益剰余金 4,101,901 4,063,427

自己株式 △195,345 △195,320

株主資本合計 7,944,717 7,906,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,123 △410

繰延ヘッジ損益 △4,009 △334

評価・換算差額等合計 △5,132 △745

純資産合計 7,939,584 7,905,522

負債純資産合計 9,509,021 9,102,597
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,672,317 8,021,883

売上原価 5,583,654 6,615,218

売上総利益 1,088,663 1,406,664

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 538,631 514,334

貸倒引当金繰入額 － 167

賞与引当金繰入額 35,475 68,861

のれん償却額 7,849 7,849

その他 736,763 668,019

販売費及び一般管理費合計 1,318,719 1,259,233

営業利益又は営業損失（△） △230,056 147,431

営業外収益   

受取利息 699 59

受取配当金 1 2

投資有価証券売却益 3,585 －

負ののれん償却額 80 80

為替差益 － 43,029

保険解約返戻金 84,178 －

その他 6,688 8,054

営業外収益合計 95,233 51,226

営業外費用   

支払利息 2,684 2,212

為替差損 38,471 －

売上債権売却損 － 6,418

その他 10,008 3,939

営業外費用合計 51,164 12,570

経常利益又は経常損失（△） △185,987 186,087

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,341 －

役員退職慰労引当金戻入額 509 －

製品補償費戻入益 19,407 －

その他 － 12

特別利益合計 21,258 12

特別損失   

固定資産売却損 － 846

投資有価証券評価損 39,168 －

事業再編損 57,501 －

ゴルフ会員権評価損 5,712 －

その他 2,498 151

特別損失合計 104,880 997

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△269,610 185,102

法人税、住民税及び事業税 9,762 5,055

法人税等調整額 △195,142 84,425

法人税等合計 △185,380 89,480

四半期純利益又は四半期純損失（△） △84,230 95,621
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,403,181 4,236,046

売上原価 2,913,874 3,480,589

売上総利益 489,307 755,457

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 265,620 254,562

貸倒引当金繰入額 － 33

賞与引当金繰入額 35,475 68,861

のれん償却額 3,924 3,924

その他 284,885 311,740

販売費及び一般管理費合計 589,906 639,123

営業利益又は営業損失（△） △100,598 116,334

営業外収益   

受取利息 66 15

受取配当金 1 2

負ののれん償却額 40 40

為替差益 － 41,723

保険解約返戻金 8,109 －

その他 3,710 3,885

営業外収益合計 11,927 45,666

営業外費用   

支払利息 782 1,408

為替差損 628 －

売上債権売却損 2,656 3,129

その他 2,359 1,942

営業外費用合計 6,427 6,480

経常利益又は経常損失（△） △95,099 155,519

特別利益   

貸倒引当金戻入額 766 －

製品補償費戻入益 19,407 －

その他 － 1

特別利益合計 20,174 1

特別損失   

事業再編損 14,543 －

ゴルフ会員権評価損 3,517 －

その他 671 73

特別損失合計 18,732 73

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△93,656 155,448

法人税、住民税及び事業税 3,090 1,230

法人税等調整額 △136,208 67,245

法人税等合計 △133,117 68,475

四半期純利益 39,460 86,972
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△269,610 185,102

減価償却費 15,990 13,901

のれん償却額 7,849 7,849

負ののれん償却額 △80 △80

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,341 △6,307

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,050 27,313

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,541 △3,047

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △81,090 －

ゴルフ会員権評価損 5,712 －

受取利息及び受取配当金 △699 △61

支払利息 2,684 2,212

為替差損益（△は益） 5,640 △6,499

投資有価証券評価損益（△は益） 39,168 －

投資有価証券売却損益（△は益） △3,585 －

事業再編損失 57,501 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,450,454 88,368

たな卸資産の増減額（△は増加） 268,579 105,473

仕入債務の増減額（△は減少） 18,207 228,856

未収消費税等の増減額（△は増加） 220,094 232,954

未収入金の増減額（△は増加） － △441,695

その他 △65,171 96,122

小計 1,641,711 530,462

利息及び配当金の受取額 713 62

利息の支払額 △1,990 △2,118

事業再編による支出 △32,967 －

法人税等の還付額 6,943 1,125

法人税等の支払額 △10,331 △6,912

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,604,079 522,620

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 △6,000 －

定期預金の払戻による収入 54,121 －

有形固定資産の取得による支出 △517 △16,393

有形固定資産の売却による収入 32 51

無形固定資産の取得による支出 △1,637 △2,640

投資有価証券の売却による収入 7,498 －

貸付けによる支出 △740 △500

貸付金の回収による収入 509 333

保険積立金の解約による収入 181,883 －

その他 26,287 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 261,439 △19,149
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △550,000 －

自己株式の取得による支出 △28 △24

配当金の支払額 △115,523 △57,139

リース債務の返済による支出 － △391

財務活動によるキャッシュ・フロー △665,552 △57,555

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,994 6,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,194,972 452,487

現金及び現金同等物の期首残高 2,466,702 2,302,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,661,674 2,755,403
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 該当事項はありません。  

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 当連結グループは、半導体関連事業（半導体販売関連事業及び半導体設計関連事業）を営む単一セグメントで

あるため、該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

 当連結グループは、半導体関連事業（半導体販売関連事業及び半導体設計関連事業）を営む単一セグメントで

あるため、該当事項はありません。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報
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［所在地別セグメント情報］ 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」３．（1）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」３．（1）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の日本

における営業損失は23,532千円増加し、アジアにおける営業利益は1,879千円減少しております。  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

   

  
日本 

（千円） 
アジア 
（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  3,032,816  370,365  3,403,181  －  3,403,181

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － ( )－  －

  計  3,032,816  370,365  3,403,181 ( )－  3,403,181

 営業利益又は営業損失（△）  △117,432  16,833  △100,598 ( )－  △100,598

  
日本 

（千円） 
アジア 
（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  6,126,302  546,015  6,672,317  －  6,672,317

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 25,076  －  25,076 ( )25,076  －

  計  6,151,379  546,015  6,697,394 ( )25,076  6,672,317

 営業利益又は営業損失（△）  △245,423  15,366  △230,056 ( )－  △230,056
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［海外売上高］  

前第２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…………マレーシア、香港、中国、シンガポール、台湾、タイ、インド 

(2）その他…………米国、英国 

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２四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア…………マレーシア、香港、中国、シンガポール、台湾、タイ、インド 

(2）その他…………米国、英国 

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２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  455,962  3,603  459,565

Ⅱ 連結売上高（千円）      3,403,181

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.4  0.1  13.5

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  710,878  7,146  718,025

Ⅱ 連結売上高（千円）      6,672,317

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 10.7  0.1  10.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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