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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 12,923 16.0 687 409.4 679 201.6 274 ―
22年3月期第2四半期 11,137 △34.1 134 △84.0 225 △73.4 △12 ―

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2四半期 15.72 15.59
22年3月期第2四半期 △0.64 ―

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2四半期 27,487 21,233 76.1 1,196.56
22年3月期 27,863 21,091 74.8 1,191.79

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  20,928百万円 22年3月期  20,844百万円

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   

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
23年3月期 ― 4.00
23年3月期 

（予想）
― 6.00 10.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 26,000 6.2 1,500 144.3 1,500 102.4 700 310.0 40.02



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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、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きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、平成22年８月９日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては平成22年11月９日付の「業績予想の修正に
  関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ 
  いては、［添付資料］Ｐ．３「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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 23,218,901株 22年3月期  23,218,901株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,728,747株 22年3月期  5,728,728株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,490,168株 22年3月期2Q  19,507,699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におけるわが国経済は、国内の経済対策効果やアジアを中心とする海外経済の好調

などに支えられ、企業収益の改善や輸出の増加、個人消費の持ち直しなどが続き、順調に回復しております。し

かしながら円高進行の影響による輸出の増勢鈍化や耐久財購入刺激策による押し上げ効果一巡などを背景に回復

ペースは徐々に鈍化しつつあります。 

当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界におきましては、昨年からの景気刺激策効果や猛暑

の影響などを背景として、薄型テレビや白物家電を中心に民生機器市場が好調に推移しました。また、半導体メ

ーカーの設備投資の一部に再開の動きが見られました。 

このような状況のもと、当社グループにおける当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高129億

23百万円（前年同期比16.0％増）、営業利益６億87百万円（同409.4％増）、経常利益６億79百万円（同201.6％

増）、四半期純利益２億74百万円（前年同期は12百万円の損失）となりました。 

  

報告セグメント別の業績は次のとおりであります。  

〔半導体設計事業〕 

半導体設計事業は、当社グループが蓄積してきました高度なエンジニアリング力を効果的に活用して高付加価

値製商品及びサービスの提供に努め、既存顧客との関係強化及び新規顧客開拓に注力し、引き続き積極的な営業

活動を展開してまいりました。主力商品の米国ケイデンス社製半導体設計用（ＥＤＡ）ソフトウェアは、大型受

注案件の獲得や契約更新が順調に進んだことなどにより、堅調に推移いたしました。ＡＳＩＣ受託設計につきま

しては、一部生産終了により売上高が減少いたしました。自社製テストシステムＲＥＴＳＥＴについては、旺盛

なフラッシュメモリ需要の影響により顧客の設備投資マインドが上昇し、売上が増加いたしました。また、三栄

ハイテックス株式会社のＬＳＩ設計受託ビジネスは、顧客需要の回復と昨年実施した構造改革の効果により収益

が改善し、前年同期実績を上回りました。 

その結果、当事業の売上高は50億２百万円、営業利益は４億83百万円となりました。 

〔電子部品事業〕 

電子部品事業は、デジタル家電やＯＡ・ＦＡ市場の既存顧客を中心に当社のエンジニアリング力を活かし、高

付加価値製商品及びサービスの提供、新規アプリケーションの開拓に努めてまいりました。ハードディスク部門

は、ＯＡ・ＦＡ市場においては市況の回復により出荷が増加しましたが、ＤＶＲ向け出荷は競争激化の影響によ

り大幅に減少いたしました。デバイス部門は、デジタルテレビ向けＨＤＭＩチップ及びＤＶＤ向けレーザーダイ

オードドライバの出荷が大幅に増加し売上を大きく増やしました。アイティアクセス株式会社の組み込みソフト

ウェア及びデジタル家電向け開発支援ビジネスにおいては、デジタル家電向けライセンス販売が大幅に増加した

ことに加え、産業用機器向けライセンスの増加や受託開発における大型案件の受注などにより大幅に売上が増加

いたしました。 

その結果、当事業の売上高は79億21百万円、営業利益は３億50百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、274億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億76百万円減少し

ております。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したためであります。 

一方、負債は62億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億18百万円減少しております。これは主に、借 

入金が減少したためであります。 

純資産は212億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億42百万円増加しております。これは主に、四半期

純利益を計上したためであります。この結果、自己資本比率は76.1％となり、前連結会計年度末に比べ1.3ポイン

ト増加しております。 

  

（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（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年

度末に比べ１億87百万円増加し、25億12百万円となりました。これは、営業活動によって13億17百万円を得たも

のの、投資活動によって２億６百万円、財務活動によって９億４百万円を使用したためであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、13億17百万円の収入（前年同期比33.2％減）となりました。これ

は主に、売上債権が４億49百万円減少したほか、税金等調整前四半期純利益を６億18百万円計上したことなどに

より資金を得たためであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、２億６百万円の支出（同417.0％増）となりました。これは主に、

投資有価証券の取得に１億４百万円、短期貸付けの実行に42百万円を使用したことなどによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、９億４百万円の支出（同44.7％減）となりました。これは主に、

短期借入金が３億円減少し、長期借入金を５億50百万円返済したためであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社は、平成22年８月９日に公表しました平成23年３月期の業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、平成22年11月９日付で別途公表しております「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 

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定しております。 

②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や一時差異の発生状況等に

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。  

２．四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。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ380千円及び税金等調整前四半期純利

益は6,126千円減少しております。 

２．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

 なお、これにより当第２四半期連結累計期間の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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,512,623 2,324,926

受取手形及び売掛金 6,916,086 7,436,641

商品及び製品 2,338,639 2,282,972

前渡金 2,906,548 2,897,985

その他 485,835 473,366

貸倒引当金 △2,403 △1,373

流動資産合計 15,157,329 15,414,519

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,963,026 7,966,533

減価償却累計額 △3,362,761 △3,281,525

建物及び構築物（純額） 4,600,264 4,685,008

土地 5,687,498 5,687,498

その他 708,103 689,347

減価償却累計額 △471,073 △458,093

その他（純額） 237,029 231,253

有形固定資産合計 10,524,793 10,603,760

無形固定資産   

のれん 352,133 441,333

その他 61,527 77,254

無形固定資産合計 413,661 518,588

投資その他の資産   

投資有価証券 546,749 579,997

その他 986,328 916,939

貸倒引当金 △141,054 △169,862

投資その他の資産合計 1,392,023 1,327,074

固定資産合計 12,330,477 12,449,423

資産合計 27,487,806 27,863,942



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,672,655 1,707,281

短期借入金 1,700,000 2,550,000

未払法人税等 285,070 35,601

賞与引当金 58,471 －

役員賞与引当金 5,200 －

その他 2,031,808 2,039,577

流動負債合計 5,753,205 6,332,459

固定負債   

退職給付引当金 295,964 280,996

役員退職慰労引当金 29,315 23,200

その他 176,019 136,110

固定負債合計 501,299 440,307

負債合計 6,254,504 6,772,767

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,517,159 10,517,159

資本剰余金 9,295,713 9,295,713

利益剰余金 3,490,634 3,268,130

自己株式 △2,266,276 △2,266,268

株主資本合計 21,037,232 20,814,736

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,336 28,165

繰延ヘッジ損益 20,432 △16,388

為替換算調整勘定 △117,262 18,111

評価・換算差額等合計 △109,166 29,889

新株予約権 95,760 69,412

少数株主持分 209,476 177,137

純資産合計 21,233,302 21,091,175

負債純資産合計 27,487,806 27,863,942



（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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,137,485 12,923,794

売上原価 8,845,287 9,991,070

売上総利益 2,292,197 2,932,724

販売費及び一般管理費 2,157,259 2,245,329

営業利益 134,938 687,394

営業外収益   

不動産賃貸料 247,153 123,005

その他 55,199 28,158

営業外収益合計 302,353 151,163

営業外費用   

不動産賃貸費用 174,000 144,054

その他 37,881 14,768

営業外費用合計 211,882 158,822

経常利益 225,409 679,735

特別利益   

投資有価証券売却益 29,289 694

貸倒引当金戻入額 － 348

特別利益合計 29,289 1,043

特別損失   

投資有価証券評価損 135,988 55,361

事業構造改善費用 47,746 －

その他 13,462 7,094

特別損失合計 197,197 62,455

税金等調整前四半期純利益 57,501 618,322

法人税等 63,051 310,776

少数株主損益調整前四半期純利益 － 307,546

少数株主利益 6,881 32,571

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,432 274,974



（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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 57,501 618,322

減価償却費 179,021 141,348

のれん償却額 89,199 89,199

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,054 334

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,678 14,968

受取利息及び受取配当金 △6,021 △4,551

支払利息 18,129 4,914

投資有価証券評価損益（△は益） 135,988 55,361

売上債権の増減額（△は増加） 1,041,409 449,230

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） 1,336,301 △76,234

仕入債務の増減額（△は減少） △857,922 49,117

前受金の増減額（△は減少） △566,563 125,928

その他 76,743 △143,061

小計 1,545,518 1,324,878

利息及び配当金の受取額 3,874 4,510

利息の支払額 △19,348 △5,065

法人税等の支払額 △76,273 △7,314

法人税等の還付額 518,970 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,972,742 1,317,009

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △10,374 △16,282

投資有価証券の取得による支出 － △104,419

短期貸付けによる支出 △79,928 △42,520

その他 50,293 △43,620

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,008 △206,841

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） 100,000 △300,000

長期借入金の返済による支出 △760,400 △550,000

自己株式の取得による支出 △735,573 △10

配当金の支払額 △238,855 △52,443

少数株主への配当金の支払額 △362 △232

その他 △1,871 △1,964

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,637,062 △904,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,862 △17,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 313,534 187,697

現金及び現金同等物の期首残高 2,823,324 2,324,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,136,859 2,512,623



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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

半導体設計事業………………ＥＤＡソフトウェア、テストシステム、ＬＳＩ受託設計開発 

電子部品事業…………………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組み込みソフト開発 

３．事業区分の変更 

 事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、第１四半期連結会

計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の組

織変更に合わせて、従来「半導体設計事業」に含めておりましたボード開発販売を「電子部品事業」に含め

ることとしております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第２四半期連結累計期間において用いた事業区

分の方法により区分すると次のようになります。 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

（１）外部顧客に対する売上高  4,652,900  6,484,584  11,137,485  －  11,137,485

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 24,663  －  24,663  △24,663  －

計  4,677,564  6,484,584  11,162,148  △24,663  11,137,485

営業利益  338,806  293,913  632,720  △497,781  134,938

  
半導体設計

事業 
（千円） 

電子部品
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

（１）外部顧客に対する売上高  6,493,044  10,405,314  16,898,359  －  16,898,359

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 3,663  －  3,663  △3,663  －

計  6,496,708  10,405,314  16,902,022  △3,663  16,898,359

営業利益  916,106  610,567  1,526,673  △683,406  843,267



〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間 （自 平成21年４月１日 至 平成21年９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、中国、香港 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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す。 

（1）アジア・・・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ 

（2）ヨーロッパ・・・ハンガリー、フランス 

（3）北米・・・・・・アメリカ 

    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。 

  

  
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  8,968,179  2,169,305  11,137,485  －  11,137,485

 （２） セグメント間の 

    内部売上高又は振替高 
 2,086,892  31,748  2,118,640  △2,118,640  －

 計  11,055,071  2,201,054  13,256,126  △2,118,640  11,137,485

 営業利益  623,721  8,747  632,468  △497,530  134,938

  アジア ヨーロッパ 北米 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円）  2,820,983  341,879  19,549  3,182,411

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  11,137,485

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 25.3  3.1  0.2  28.6



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、親会社に製商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製商品・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。また、連結子会社は、各社が取り扱う製

商品・サービスについて、関連する親会社の事業本部と連携した事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、親会社の事業本部及び連結子会社を基礎とした製商品・サービス別のセグメントか

ら構成されており、それらの経済的特徴等の類似性を考慮した「半導体設計事業」、「電子部品事業」の２つを報告

セグメントとしております。 

 「半導体設計事業」は、主に半導体の設計工程に係る製商品・サービスを顧客に販売しており、半導体の設計及び

検証用のソフトウェア、テストシステム、並びに設計サービスから構成されております。 

 「電子部品事業」は、主に顧客の 終製品である電気・電子機器に組み込まれる製商品(部品)を販売しており、ハ

ードディスクドライブをはじめとする電子部品、ＣＰＵボードや組み込み用途向けソフトウェア等から構成されてお

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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△146,414千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△146,673千円

及び棚卸資産の調整額259千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。  

（のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。  

（重要な負ののれん発生益） 

  該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

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。 

該当事項はありません。  

  

  （単位：千円）

  

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 

半導体設計事業 電子部品事業 計

売上高           

外部顧客への売上高  5,002,081 7,921,713 12,923,794  － 12,923,794

セグメント間の内部
売上高又は振替高  20,088 － 20,088  △20,088 －

計  5,022,169 7,921,713 12,943,883  △20,088 12,923,794

セグメント利益  483,083 350,725 833,809  △146,414 687,394

（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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