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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 12,328 16.2 197 ― 284 ― 149 ―
21年12月期第3四半期 10,606 △31.5 △253 ― △185 ― △91 ―

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3四半期 13.08 ―
21年12月期第3四半期 △7.87 ―

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3四半期 9,800 7,993 81.6 699.39
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3四半期  7,993百万円 21年12月期  7,905百万円

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

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

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） 
（％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  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,200 16.5 265 ― 285 ― 155 ― 13.56



(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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 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3Q  420,662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3Q 11,429,389株 21年12月期3Q 11,660,125株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、中国を中心としたアジアの新興国の堅調な経済成長を背景

とした輸出の増加や、様々な政府の景気浮揚策等により、年初より緩やかな回復基調を見せておりましたが、今四

半期後半には米国経済の減速への懸念や急激な円高の進行等で企業の設備投資や個人消費に陰りも出てきており、

景気の先行きは不透明感が増しております。 

 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、堅調なスマートフォーン販売や、景気刺激策の終

了に向けた自動車や薄型テレビ等の駆け込み購入等、一時的には需要の盛り上がりを見せておりましたが、パソコ

ンや液晶パネルの生産調整も見られるなど回復基調は鈍化傾向となっております。 

 このような市場環境の中、当社グループは、引き続き次世代通信の基地局等のインフラや端末機器の開発時期を

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を行うとともに、省エネや低炭素社会に対する認識

の高まりとともに開発案件が活発になっているスマートグリッド分野への営業活動を推進し、この分野での新規仕

入先の開拓に注力いたしました。また、平成22年８月31日付で公表いたしました通り、平成23年３月31日をもちま

してナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社との販売代理店契約を解消することとなりましたので、今後

のお客様への対応や、業務移管、在庫の返却等につきまして交渉をすすめております。同時に、来期以降の業績へ

の影響を 小限にとどめるべく、アナログ商品分野や他の分野も含めて、新規仕入先の開拓に注力いたしておりま

す。なお、契約解消に伴い平成22年12月期業績に及ぼす影響はありません。 

 こうした事業活動の結果、当第３四半期連結累計会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

野での回復基調は継続しており、特にＰＬＤソリューションの産業機器分野において複数の量産案件が立ち上がっ

たこと等により、売上高は123億２千８百万円（前年同期比16.2％増）となりました。 

 利益面につきましては、売上高が増加したことに加え、円高基調が継続したこと、相対的に売上総利益率の高い

ＰＬＤソリューションの売上高が増加したこと等により売上総利益率が上昇し、営業利益１億９千７百万円（前年

同期は２億５千３百万円の営業損失）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

生したこと等により、経常利益２億８千４百万円（前年同期は１億８千５百万円の経常損失）、四半期純利益１億

４千９百万円（前年同期は９千１百万円の四半期純損失）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３四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６億９千８百万円増加し98億円となりまし

た。これは主に現金及び預金及び商品が増加したこと等によるものです。 

（負債）  

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ６億１千万円増加し18億７百万円となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が増加したこと等によるものです。 

（純資産） 

当第３四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８千７百万円増加し79億９千３百万円とな

りました。これは主に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３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ、８千１百万

円減少し、26億７千３百万円となりました。 

当第３四半期連結会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９千７百万円計上したこ

と、仕入債務が増加したこと、および、未収入金が減少した一方で、売上債権、棚卸資産および未収消費税等が

増加したこと等により、８千３百万円の支出（前第３四半期は９億３千２百万円の支出）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、無形固定資産の取得による支出を行ったこと等により、

５百万円の支出（前第３四半期は７千７百万円の収入）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、リース債務の返済および配当金の支払いを実施したこと

等により、795千円の支出（前第３四半期は１百万円の支出）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日公表いたしました連結業績予想から変更して

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 

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

② 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、前連結会計年度未以降に経営環境に著しい変化が認められるた

め、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味

したもの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 

前第３四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３四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３四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。 

  

（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３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,673,579 2,302,915

受取手形及び売掛金 3,540,147 3,544,782

商品 2,015,289 1,590,820

その他 984,220 974,202

貸倒引当金 △436 △460

流動資産合計 9,212,800 8,412,259

固定資産   

有形固定資産 52,138 58,342

無形固定資産   

のれん 11,872 23,646

その他 36,400 37,262

無形固定資産合計 48,272 60,908

投資その他の資産   

繰延税金資産 133,144 212,165

その他 360,261 371,512

貸倒引当金 △5,804 △12,591

投資その他の資産合計 487,601 571,087

固定資産合計 588,013 690,337

資産合計 9,800,813 9,102,597

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,005,380 498,239

未払法人税等 10,091 9,247

賞与引当金 173,388 41,810

その他 381,867 414,664

流動負債合計 1,570,728 963,962

固定負債   

退職給付引当金 26,857 25,476

役員退職慰労引当金 166,363 166,363

負ののれん 122 243

その他 43,229 41,029

固定負債合計 236,572 233,112

負債合計 1,807,300 1,197,075
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（単位：千円）

当第３四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 4,155,804 4,063,427

自己株式 △195,417 △195,320

株主資本合計 7,998,547 7,906,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,032 △410

繰延ヘッジ損益 △3,001 △334

評価・換算差額等合計 △5,034 △745

純資産合計 7,993,513 7,905,522

負債純資産合計 9,800,813 9,102,597
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 10,606,767 12,328,370

売上原価 8,941,777 10,202,582

売上総利益 1,664,990 2,125,787

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 803,009 772,784

貸倒引当金繰入額 1,866 162

賞与引当金繰入額 89,560 172,646

のれん償却額 11,774 11,774

その他 1,011,885 970,654

販売費及び一般管理費合計 1,918,095 1,928,021

営業利益又は営業損失（△） △253,105 197,765

営業外収益   

受取利息 876 94

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 120 120

為替差益 － 94,518

保険解約返戻金 84,178 －

その他 8,730 13,703

営業外収益合計 97,492 108,439

営業外費用   

支払利息 3,471 3,135

為替差損 6,225 －

売上債権売却損 9,780 10,161

その他 10,140 8,578

営業外費用合計 29,617 21,874

経常利益又は経常損失（△） △185,230 284,330

特別利益   

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 53 9

特別利益合計 19,970 9

特別損失   

固定資産売却損 － 1,634

投資有価証券評価損 39,168 －

事業再編損 56,599 －

ゴルフ会員権評価損 5,712 －

その他 2,498 151

特別損失合計 103,979 1,786

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（△）

△269,239 282,553

法人税、住民税及び事業税 12,543 6,285

法人税等調整額 △189,965 126,743

法人税等合計 △177,422 133,029

四半期純利益又は四半期純損失（△） △91,816 149,524
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,934,449 4,306,486

売上原価 3,358,122 3,587,364

売上総利益 576,327 719,122

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 264,377 258,449

貸倒引当金繰入額 3,208 －

賞与引当金繰入額 54,085 103,784

のれん償却額 3,924 3,924

その他 275,121 302,638

販売費及び一般管理費合計 600,717 668,797

営業利益又は営業損失（△） △24,390 50,325

営業外収益   

受取利息 176 34

負ののれん償却額 40 40

為替差益 32,246 51,489

その他 2,042 5,648

営業外収益合計 34,505 57,213

営業外費用   

支払利息 787 923

支払手数料 3,711 2,882

売上債権売却損 4,093 3,742

その他 2,107 1,756

営業外費用合計 10,699 9,304

経常利益又は経常損失（△） △584 98,234

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5

その他 955 －

特別利益合計 955 5

特別損失   

固定資産売却損 － 788

特別損失合計 － 788

税金等調整前四半期純利益 371 97,451

法人税、住民税及び事業税 2,781 1,230

法人税等調整額 5,176 42,318

法人税等合計 7,958 43,548

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,586 53,902
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△269,239 282,553

減価償却費 23,642 21,491

のれん償却額 11,774 11,774

負ののれん償却額 △120 △120

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,866 △6,312

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,265 131,577

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,851 1,380

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 △877 △96

支払利息 3,471 3,135

為替差損益（△は益） 16,028 △15,008

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） △3,636 －

事業再編損失 56,599 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,096,484 10,973

たな卸資産の増減額（△は増加） 385,217 △428,359

仕入債務の増減額（△は減少） 104,111 507,141

未収消費税等の増減額（△は増加） 59,052 △3,181

その他 △746,168 △69,067

小計 733,412 447,882

利息及び配当金の受取額 1,008 97

利息の支払額 △2,729 △2,993

事業再編による支出 △55,198 －

法人税等の還付額 7,061 1,125

法人税等の支払額 △12,377 △7,448

営業活動によるキャッシュ・フロー 671,176 438,664

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 △6,064 －

定期預金の払戻による収入 134,185 －

有形固定資産の取得による支出 △411 △16,541

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 △1,600 △8,233

投資有価証券の取得による支出 △13,016 －

投資有価証券の売却による収入 7,562 －

貸付けによる支出 △740 △500

貸付金の回収による収入 746 458

保険積立金の解約による収入 181,883 －

その他 36,440 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 339,018 △24,765
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30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） △550,000 －

自己株式の取得による支出 △42 △97

配当金の支払額 △116,249 △57,552

リース債務の返済による支出 △402 △701

財務活動によるキャッシュ・フロー △666,694 △58,351

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,289 15,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 328,211 370,664

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 2,794,913 2,673,579
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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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成22年７月１日 至平成22年９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３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年９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

－ 10 －
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［所在地別セグメント情報］ 

 前第３四半期連結会計期間（自平成21年７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 

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３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９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３四半期連結累計期間（自平成21年１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 

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３四半期連結累計期間の日本

における営業損失は6,488千円増加し、アジアにおける営業利益は2,948千円減少しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９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  3,714,170  220,279  3,934,449  －  3,934,449

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － ( )－  －

  計  3,714,170  220,279  3,934,449 ( )－  3,934,449

 営業利益又は営業損失（△）  △27,524  3,134  △24,390 ( )－  △24,390

  
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  9,840,472  766,294  10,606,767  －  10,606,767

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  － ( )－  －

  計  9,840,472  766,294  10,606,767 ( )－  10,606,767

 営業利益又は営業損失（△）  △271,606  18,501  △253,105 ( )－  △253,105
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［海外売上高］ 

前第３四半期連結会計期間（自平成21年７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３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９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３四半期連結累計期間（自平成21年１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３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９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）  363,129  3,228  366,357

Ⅱ 連結売上高（千円）      3,934,449

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 9.2  0.1  9.3

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,072,820  9,445  1,082,265

Ⅱ 連結売上高（千円）      10,606,767

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 10.1  0.1  10.2

（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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