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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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3月期第2四半期 87,587 △33.3 1,541 △67.5 1,873 △65.7 924 △72.2
21年3月期第2四半期 131,225 ― 4,743 ― 5,461 ― 3,328 ―

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3月期第2四半期 26.82 ―
21年3月期第2四半期 94.33 ―

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月期第2四半期 154,099 115,643 75.0 3,352.10
21年3月期 148,987 116,499 78.1 3,376.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  115,533百万円 21年3月期  116,386百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00
22年3月期 ― 20.00
22年3月期 

（予想）
― 40.00 60.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 185,000 △16.2 4,000 △34.9 4,500 △38.0 2,400 △38.8 69.63
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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）  無  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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と判断する一定の条件に基づいており、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。なお業績予想に関する事項は、５ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧下さい。 

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月期第2四半期 34,500,000株 21年3月期  34,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  33,881株 21年3月期  33,358株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 34,466,377株 21年3月期第2四半期 35,288,918株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

(1) 全体の概況 

当第２四半期連結累計期間（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日）の世界経済は、

各国の景気刺激策により、昨秋からの急激な景気後退が底を打ったものの、全般的には大

変厳しい情勢が続きました。また、我々が従事しておりますエレクトロニクス業界におき

ましても、在庫調整の進展から一部の分野で生産が回復の兆しを見せておりますが、景気

後退前の水準と比較すると大きく低迷いたしました。 

このような情勢下で、当社グループは事業規模の縮小傾向に対しまして、「事業コストの

低減」「事業モデルの刷新」に取り組んでまいりました。しかしながら、当第２四半期連結

累計期間の業績は、半導体や電子部品の需要が大幅に低下したことから、売上高は 875 億

87 百万円（前年同期比 33.3%減）、営業利益は 15 億 41 百万円（前年同期比 67.5%減）、経常

利益は 18 億 73 百万円（前年同期比 65.7%減）、四半期純利益は９億 24 百万円（前年同期比

72.2%減）と大幅な減収減益の結果となりました。 

 

(2) 事業の種類別セグメントの業績概況 

イ．半導体事業 

当社グループでは、メモリ、システムＬＳＩ、個別半導体の販売並びにシステムＬ

ＳＩの開発を行っております。当第２四半期連結累計期間は、デジタルＡＶ機器用及

びカーオーディオ用システムＬＳＩ等の売上が減少し、売上高は 445 億 65 百万円（前

年同期比 37.7％減）、営業利益は 11 億 52 百万円（前年同期比 67.5％減）となりまし

た。 

 

ロ．電子部品事業 

当社グループでは、表示デバイス、電源、機構部品を販売しております。当第２四

半期連結累計期間は、ＤＳＣ用及びＰＮＤ用液晶ディスプレイ等の売上が減少し、売

上高は 293 億 94 百万円（前年同期比 32.5％減）、営業利益は９億 85 百万円（前年同

期比 48.0％減）となりました。 

 

ハ．電子機器事業 

当社グループでは、システム機器、設備機器を販売しております。当第２四半期連

結累計期間は、液晶パネル製造装置等の売上が減少し、売上高は 115 億 39 百万円（前

年同期比 5.2％減）、営業利益は２億 65 百万円（前年同期比 12.4％減）となりました。 
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ニ．生産事業 

当社グループでは、ヒートシンク（半導体素子用放熱器）を生産し、販売しており

ます。当第２四半期連結累計期間は、ＦＡ機器用ヒートシンク等の売上が減少し、売

上高は 20 億 88 百万円（前年同期比 47.2％減）、営業利益は１億 63 百万円（前年同期

比 62.0％減）となりました。 

 

(3) 所在地別セグメントの業績概況 

イ．日本 

当第２四半期連結累計期間は、ＰＮＤ用液晶ディスプレイ及び大型ディスクアレイ

装置用システムＬＳＩ等の売上が減少し、売上高は678億78百万円（前年同期比29.7％

減）、営業利益は９億 57 百万円（前年同期比 70.8％減）となりました。 

    ロ．アジア 

当第２四半期連結累計期間は、デジタルＡＶ機器用及びカーオーディオ用システム

ＬＳＩ等の売上が減少し、売上高は 236 億 57 百万円（前年同期比 42.8％減）、営業利

益は３億 92 百万円（前年同期比 66.7％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の状況 

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て 51 億 12 百万円増

加し、1,540 億 99 百万円となりました。 

また、純資産は、前連結会計年度末に比べ８億 56 百万円減少して 1,156 億 43 百万円と

なり、自己資本比率は 75.0％となりました。 

 

(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 

て 31 億 60 百万円増加し、531 億 63 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２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整 

前四半期純利益が 18 億 18 百万円であったことに加え、仕入債務が 72 億 65 百万円増加し

たこと等により、売上債権が 25 億 26 百万円増加したものの、全体で 67 億 13 百万円の資

金が増加し、前年同期に比べ 29 億 45 百万円増加しました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における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５億 50 百万円等により５億３百万円の資金が減少し、前年同期に比べ

28 億 98 百万円増加しました。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金

返済による支出 12 億 40 百万円及び配当金の支払い 13 億 78 百万円等があった為、27 億２

百万円の資金が減少し、前年同期に比べ 13 億 14 百万円増加しました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後を展望いたしますと、世界経済は自立的な景気回復までには時間を要すると想定されて

おり、先行き不透明感を拭いきれておりません。そのような状況の中で、当社の経営環境は引

き続き大変厳しい状況が続くものと想定しております。なお、平成 21 年５月 12 日に公表しま

した平成 22 年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の業績結果に加

え、下期に半導体、電子部品等の需要が期初よりも上回ることが想定されることから、次の通

り修正いたします。 

 

【連結業績予想】 

 予想売上高 予想営業利益 予想経常利益 予想当期純利益 
１株当たり予想

当 期 純 利 益

 百万円  百万円 百万円 百万円  円  銭

前回発表予想（Ａ） 170,000    3,400   3,800    2,200    63 83  

今回修正予想（Ｂ） 185,000     4,000     4,500      2,400     69  63  

増減額（Ｂ－Ａ） 15,000   600     700  200   

増減率（％）   8.8   17.6  18.4  9.1   

前期（平成 21 年３月期) 220,871    6,145   7,263    3,919   111  83  

 

（事業の種類別セグメントの業績見通し） 

イ．半導体事業 

半導体事業では、デジタルＡＶ機器用及びカーオーディオ用システムＬＳＩ等の売上が

減少すると見込まれることから、売上高は 940 億円（前期比 19.6％減）、営業利益は 30 億

円（前期比 38.6％減）を予想しております。 

 

ロ．電子部品事業 

電子部品事業では、ゲーム機用部品及びデジタルＡＶ機器用液晶ディスプレイ等の売上

が減少すると見込まれることから、売上高は 596 億円（前期比 21.5％減）、営業利益は 21

億 50 百万円（前期比 23.8％減）を予想しております。 

 

ハ．電子機器事業 

電子機器事業では、車載電装用及びＭＦＰ用システム機器等の売上の増加が見込まれ、

売上高は 270 億円（前期比 26.6％増）、営業利益は５億 50 百万円（前期比 24.2％増）を予

想しております。 
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ニ．生産事業 

生産事業では、ＦＡ用ヒートシンク等の売上が減少すると見込まれることから、売上高

は 44 億円（前期比 34.5％減）、営業利益は３億 50 百万円（前期比 31.9％減）を予想して

おります。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 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 

該当事項はありません。 

 

(3) 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 

該当事項はありません。 
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5.【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２四半期連結会計期間末
(平成21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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 48,165 50,003 

受取手形及び売掛金 58,179 56,124 

有価証券 4,999 － 

商品及び製品 13,052 14,688 

仕掛品 60 59 

原材料及び貯蔵品 172 191 

未収入金 3,900 1,737 

未収還付法人税等 43 239 

繰延税金資産 400 380 

その他 388 630 

貸倒引当金 △119 △104 

流動資産合計 129,243 123,950 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,011 5,131 

土地 8,136 8,184 

リース資産（純額） 393 463 

その他（純額） 1,072 774 

有形固定資産合計 14,614 14,554 

無形固定資産 552 628 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,389 2,890 

長期預金 3,500 3,500 

繰延税金資産 1,658 2,153 

その他 2,297 2,529 

貸倒引当金 △1,057 △1,101 

投資損失引当金 △98 △118 

投資その他の資産合計 9,689 9,853 

固定資産合計 24,856 25,036 

資産合計 154,099 148,987 
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,793 21,888 

短期借入金 3,241 4,773 

リース債務 148 157 

未払費用 830 1,024 

賞与引当金 8 － 

未払法人税等 670 109 

その他 2,032 1,738 

流動負債合計 35,726 29,691 

固定負債   

リース債務 322 394 

退職給付引当金 2,123 2,086 

その他 283 315 

固定負債合計 2,730 2,796 

負債合計 38,456 32,488 

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,690 17,690 

資本剰余金 19,114 19,114 

利益剰余金 80,921 81,443 

自己株式 △83 △82 

株主資本合計 117,642 118,165 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 353 14 

繰延ヘッジ損益 △5 3 

為替換算調整勘定 △2,456 △1,797 

評価・換算差額等合計 △2,108 △1,779 

少数株主持分 109 113 

純資産合計 115,643 116,499 

負債純資産合計 154,099 148,987 
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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：百万円)

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) 

当第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) 

売上高 131,225 87,587 

売上原価 119,316 80,115 

売上総利益 11,908 7,472 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 366 270 

貸倒引当金繰入額 － 35 

役員報酬 254 208 

給料及び手当 1,842 1,601 

賞与 686 436 

退職給付費用 231 223 

福利厚生費 400 328 

減価償却費 290 391 

その他 3,093 2,433 

販売費及び一般管理費合計 7,165 5,931 

営業利益 4,743 1,541 

営業外収益   

受取利息 96 48 

受取配当金 319 103 

為替差益 78 1 

経営指導料 76 53 

雑収入 243 156 

営業外収益合計 813 364 

営業外費用   

支払利息 73 23 

雑損失 21 9 

営業外費用合計 94 33 

経常利益 5,461 1,873 

特別利益   

固定資産売却益 － 1 

投資有価証券売却益 － 12 

貸倒引当金戻入額 84 － 

投資損失引当金戻入額 13 10 

特別利益合計 98 24 

特別損失   

固定資産除売却損 30 2 

減損損失 － 50 

たな卸資産評価損 112 － 

投資有価証券売却損 － 14 

投資有価証券評価損 131 6 

ゴルフ会員権評価損 3 4 

特別損失合計 277 78 

税金等調整前四半期純利益 5,282 1,818 

法人税、住民税及び事業税 2,034 666 

法人税等調整額 △85 225 

法人税等合計 1,949 892 

少数株主利益 4 2 

四半期純利益 3,328 924 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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) 

当第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) 

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 5,282 1,818 

減価償却費 382 462 

減損損失 － 50 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84 △18 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101 33 

受取利息及び受取配当金 △415 △152 

支払利息 73 23 

投資有価証券評価損益（△は益） 131 6 

有形固定資産除売却損益（△は益） 30 1 

売上債権の増減額（△は増加） 3,961 △2,526 

たな卸資産の増減額（△は増加） △553 1,515 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,610 7,265 

その他 △811 △1,972 

小計 5,487 6,506 

利息及び配当金の受取額 413 154 

利息の支払額 △72 △23 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,060 76 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,767 6,713 

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 △3,000 △1 

有形固定資産の取得による支出 △127 △550 

有形固定資産の売却による収入 9 3 

無形固定資産の取得による支出 △2 － 

無形固定資産の売却による収入 － 9 

投資有価証券の取得による支出 － △23 

投資有価証券の売却による収入 － 58 

関係会社株式の取得による支出 △6 － 

貸付けによる支出 △273 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,401 △503 

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） 1,290 △1,240 

リース債務の返済による支出 － △81 

自己株式の取得による支出 △1,260 △1 

配当金の支払額 △1,418 △1,378 

少数株主への配当金の支払額 － △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,388 △2,702 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100 △395 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,122 3,112 

現金及び現金同等物の期首残高 43,077 50,003 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 48 

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,955 53,163 
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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) セグメント情報 
 
〔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 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 
（単位：百万円） 

 半導体 

事業 

電子部品

事業 

電子機器

事業 
生産事業 計 

消去又 

は全社 
連 結 

売上高及び営業損益       

売 上 高   

(1) 外部顧客に対する売上高 71,549 43,545 12,177 3,952 131,225 ― 131,225

(2) セグメント間の内部売上高 
又 は 振 替 高 ― ― ― ― ― ― ―

計 71,549 43,545 12,177 3,952 131,225 ― 131,225

営 業 費 用          68,005 41,652 11,875 3,523 125,056 1,426 126,482

営 業 利 益          3,544 1,893 302 429 6,169 (1,426) 4,743
 
 
（注）1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品・製品の名称 

（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）各事業区分の主要な商品・製品の名称 

半導体事業  ……… メモリ・システムＬＳＩ・個別半導体 

電子部品事業 ……… 表示デバイス・電源・機構部品 

電子機器事業 ……… システム機器・設備機器 

生産事業   ……… ヒートシンク（半導体素子用放熱器） 

2. 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,426 百万円であり、

その主なものは、当社の企画・管理及び財経本部に係る費用であります。 

3. 「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）を第１四半期連

結累計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（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。 

 その結果、従来の方法によった場合と比較して営業利益が「半導体事業」で 29 百万円、「電子部品

事業」で４百万円及び「生産事業」で４百万円それぞれ減少しております。 
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当第 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） 
（単位：百万円） 

 半導体 

事業 

電子部品

事業 

電子機器

事業 
生産事業 計 

消去又 

は全社 
連 結 

売上高及び営業損益       

売 上 高   

(1) 外部顧客に対する売上高 44,565 29,394 11,539 2,088 87,587 ― 87,587

(2) セグメント間の内部売上高 
又 は 振 替 高 ― ― ― ― ― ― ―

計 44,565 29,394 11,539 2,088 87,587 ― 87,587

営 業 費 用          43,412 28,409 11,273 1,925 85,021 1,024 86,046

営 業 利 益          1,152 985 265 163 2,566 (1,024) 1,541
 
 
（注）1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品・製品の名称 

（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）各事業区分の主要な商品・製品の名称 

半導体事業  ……… メモリ・システムＬＳＩ・個別半導体 

電子部品事業 ……… 表示デバイス・電源・機構部品 

電子機器事業 ……… システム機器・設備機器 

生産事業   ……… ヒートシンク（半導体素子用放熱器） 

2. 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,024 百万円であり、

その主なものは、当社の企画・管理及び財経本部に係る費用であります。 
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〔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 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 
 

日  本 アジア 計 
消去又 
は全社 連 結 

売上高及び営業損益      

売 上 高      

(1) 外部顧客に対する売上高 90,051 41,174 131,225 ― 131,225 

(2) セグメント間の内部売上高 
又 は 振 替 高 6,487 164 6,651 (6,651) ― 

計 96,538 41,338 137,877 (6,651) 131,225 

営 業 費 用          93,262 40,160 133,422 (6,939) 126,482 

営 業 利 益          3,276 1,178 4,455 287 4,743 

  
（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 各区分に属する主な国又は地域 

アジア ……… 香港・シンガポール・台湾・マレーシア等 

3. 営業費用は、各セグメントへ配賦しております。 

   4．「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）を第１四半期連

結累計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（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。 

    その結果、従来の方法によった場合と比較して営業利益が「日本」で 36 百万円、「アジア」で２百

万円それぞれ減少しております。 

 
当第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） 

（単位：百万円） 
 

日  本 アジア 計 
消去又 
は全社 連 結 

売上高及び営業損益      

売 上 高      

(1) 外部顧客に対する売上高 64,254 23,333 87,587 ― 87,587 

(2) セグメント間の内部売上高 
又 は 振 替 高 3,624 324 3,948 (3,948) ― 

計 67,878 23,657 91,536 (3,948) 87,587 

営 業 費 用          66,921 23,265 90,187 (4,141) 86,046 

営 業 利 益          957 392 1,349 192 1,541 

  
（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 各区分に属する主な国又は地域 

アジア ……… 香港・シンガポール・台湾・中国・マレーシア等 

3. 営業費用は、各セグメントへ配賦しております。 
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〔海外売上高〕 
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） 

（単位：百万円） 
 

ア ジ ア 計 

海外売上高 52,321 52,321 

連結売上高 ― 131,225 

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 39.9 39.9 

 
 （注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 各区分に属する主な国又は地域 

アジア ……… 香港・韓国・中国・台湾等 

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（ただし、連結会社 

  間の内部売上高を除く）であります。 

 

当第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） 
（単位：百万円） 

 
ア ジ ア 計 

海外売上高 29,997 29,997 

連結売上高 ― 87,587 

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 34.3 34.3 

 
 （注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 各区分に属する主な国又は地域 

アジア ……… 香港・韓国・中国・台湾等 

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（ただし、連結会社 

間の内部売上高を除く）であります。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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