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連 結 決 算 ハ イ ラ イ ト

売上高（単位：百万円）

当期純利益（単位：百万円）経常利益（単位：百万円）

営業利益（単位：百万円）
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Financial Highlights

売上高･当期純利益とも過去最高更新を継続

娯楽機器向けビジネス好調継続

●国内では期初予想を下回るものの好調に推移

海外では香港EMS事業が拡大

グループ販売力の拡充

●回路部品等でNT販売株式会社グループの

連結子会社化が売上高拡大に寄与

当期の決算ポイント

売上高

2,063億07百万円
経常利益

70億78百万円
当期純利益

43億91百万円
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当期における国内経済は、IT関係の在庫調整に目処が立ち、

設備投資も底堅く推移するなど企業業績は好調に推移したもの

の、米国の景気減速･ドル安に加え、原油･原材料の高騰が企業

収益を圧迫し、さらには米国のサブプライムローン問題に起因

する金融市場の混乱と株価の下落、加えて、物価高騰による個

人消費の低迷などにより、景気の減速傾向が鮮明となりました。

当社事業を取り巻く環境につきましては、娯楽機器業界では

前期に引き続いて好調を維持し、自動車産業や設備産業におき

ましても堅調に推移したものの、エレクトロニクス業界ではIT・

デジタル家電分野での生産・在庫の調整局面が認められました。

これらの影響から、当社グループにおける海外向け携帯電話

用液晶パネル、液晶パネル用ドライバIC、パソコン周辺機器向

けシステムLSIビジネスは減速いたしましたが、その一方で、

娯楽機器関連製品および当期から連結対象子会社に加えたNT

販売株式会社の業績好調等により、連結売上高は2,063億7百

万円（前年同期比13.2％増）、営業利益65億71百万円（前年

同期比3.8％減）、経常利益70億78百万円（前年同期比1.6％

増）、当期純利益43億91百万円（前年同期比8.5％増）と、3

期連続での増収増益を達成するに至りました。

娯楽機器ビジネスにおきましては、上期において当社の得意

先がヒット商品に恵まれたことなどにより、娯楽機器向けシス

テム製品の業績が大幅に拡大いたしました。通期では期初計画

値こそ下回ったものの、全体としては好調に推移しております。

半導体ビジネスに関しましては、集積回路では一般産業用途

向け海外半導体製品、半導体素子では一般産業用途および自動

車電装向け製品が好調に推移しましたが、PC周辺機器および携

帯電話向け集積回路や衛星放送受信機向け半導体素子において

Q 当期の決算概要とその背景について
お聞かせください。

娯楽機器およびNT販売の好調により
3期連続での増収増益を達成しました。

Q 市場分野別の動向はいかがですか。

通信、OA分野が足踏み状態にある中で、
娯楽、産業、電装、民生機分野が伸長しました。

北井　暁夫代表取締役社長

娯楽機器市場の拡大と
NT販売の好調により、過去最高益を確保。
さらなる収益力の強化と安定的な
経営基盤の確立に取り組みます。

Top Interview



成長市場でのNECEL協業体制の強化を図り、
技術商社としてのトータル･ソリューション機能を拡充します。
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●2007年3月期 ●2008年3月期

その他（6.1％）

民生機器関連
（4.0％）

自動車電装関連
（10.5％）

通信機器関連
（10.7％）

娯楽機器関連
（39.2％）

産業機器関連
（18.7％）

OA機器関連
（10.8％）

連結売上高合計：1,822億39百万円

2007年
3月期

その他（3.0％）

民生機器関連
（4.0％）

通信機器関連
（7.6％）

自動車電装関連
（9.9％）

娯楽機器関連
（45.5％）

産業機器関連
（19.9％）

OA機器関連
（10.1％）

連結売上高合計：2,063億7百万円

2008年
3月期

Top Interview

Q 海外市場の動向、また業績については
いかがでしたか。

海外事業におきましては、香港・台湾での娯楽機器関連ビジ

ネスが拡大したものの、パソコン周辺機器の生産調整や衛星放

送受信機器向け半導体の価格競争激化などの影響により、アジ

ア地域での売上高は420億48百万円（前年同期比4.9％減）と

なり、北米での売上高は19億72百万円（前年同期比40.0％増）

となりました。

当期は、2007年8月に日本精機株式会社がタイにエレクト

ロニクス民生機器を扱う現地法人を設立し、この法人に資本参

加いたしました。

また、10月には当社連結子会社SHINKO（PTE）LTD.の

100％出資子会社としてNOVALUX THAILAND CO.,LTD.を

バンコク市に新設し、東南アジア地域での販売体制強化に努めて

まいりました。さらに、11月にはベトナムに半導体組込みソフ

トウェア、システムLSIの設計・開発を行うデザインセンター設

立の認可を取得いたしました。

同デザインセンターは2008年3月から正式に稼働を開始し

ており、2009年3月期には上海現地法人の連結組み入れも検

討しています。当社グループでは今後も、東南アジアを中心に

グローバル市場を睨んだ販売展開を加速していく所存です。

タイとベトナムに新たな当社拠点を構築。
グローバルな視野から販売戦略を加速しています。

は減少傾向が認められました。その一方で、当期より連結対象

子会社に加えたNT販売株式会社の貢献により、電装、民生機器、

産業機器の分野では全体的に堅調に推移することができました。

分野別売上高構成比の推移
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当社グループでは、連結配当性向30％を目標に、安定的な配

当の継続を基本方針としています。当期末配当金につきましては、

中間配当金に比べ1株あたり2円増額の20円とさせていただきま

した。これにより、通年での配当は1株あたり38円となります。

今後とも株主様への価値向上に努めていく所存ですので、尚

一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。

配当性向30％を目標に
安定的な株主還元を継続いたします。

次期の市場環境につきましては、サププライムローン問題や

円高などの先行き不安要因から景気が減速し、一層厳しいもの

となることが予測されています。当社グループではそのような

市場環境の変化に対応すべく、新規市場および取扱商品の拡大

に積極的に取り組むことで、安定した事業基盤の確保と収益力

の強化に努めていく所存です。

そのための施策の一つが、NT販売株式会社（以下：NT販売）

の収益力強化です。同社は、2007年4月にNECトーキン株式

会社より譲り受け、当社子会社として磁性デバイスを中心とし

た製品の拡販に努めることで当期の業績確保にも大きく貢献し

ていますが、今後は新光商事取扱品の拡販を開始するとともに、

基幹システムの統合や在庫管理の徹底に取り組むことで、収益

力をさらに強化していきたいと考えています。

もう一つの施策が、成長市場での先行優位性確保を目的とし

たNECエレクトロニクス社との協業体制の強化です。液晶パネ

ルや制御用ICの分野にコンピタンスを確立する当社では、カー

エレクトロニクス専門組織を一層拡充することで、同社との協

力体制の下、センサー、表示デバイスなどの高付加価値ビジネ

スを推進してまいります。

また、安定した成長を実現するための組織改革にも積極的に

取り組むべく、2007年4月には、営業部門内に新市場開拓室

を発足させました。今後は同部署が中心になって新規有望顧客

の商圏を獲得することで、既存商品の販路拡大にも努めてまい

ります。

さらに、グローバル市場への展開を強化し、アクティブなス

タンスで安定的な経営基盤の確保に努めたいと考えています。

NECELとの協業体制を強化し、
安定した事業基盤の確保と収益力強化に努めます。

Q 次期以降の市場環境、また成長に向けた
課題と取り組みについてお聞かせください。

Q 最後に、株主の皆様への
メッセージをお願いします。
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NECエレクトロニクスとの　
自動車電装市場および中国　エレクトロニクス専門商社の価値は、

トータルなソリューション力で評価されます。

特に、限りなく領域を広げていく

カーエレクトロニクスの分野や拡大する中国などの

新興市場では、最先端の技術力を駆使し、

幅広い視野からの提案力を発揮していくことが

不可欠の課題となります。

新光商事では、NECエレクトロニクスとの協業を

推進することで、設計･開発から技術サポートまで

体系化したトータル･ソリューション体制を強化し、

成長著しい市場でのアドバンスを確保していきます。

特集　成長市場に応える新光商事のソリューション力＜2＞
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走るコンピュータへとクルマは進化する

エレクトロニクス技術の進化は、クルマを走るコンピュータ

へと進化させました。従来の「走る・止まる・曲がる」といっ

た基本機能に加えて、エアコンやパワーウィンドウ等などの付

属部品の操作や、ETCやカーナビゲーションなどとの通信接続

の確保において、自動車電装技術はクルマの機能を支えるため

に不可欠な要素となり、国内･海外ともに当社の電装機器事業

は好調裡に推移しています。

今後はさらに、危険を予知し回避する安全システム技術の研

究･普及やCO2削減などの環境ニーズに応えるために、センシ

ング技術や各種分析機能において優れたエレクトロニス技術を

活用していくことが求められおり、最先端技術への研究と開発

力の強化、新しい製品提案を導く総合的なソリューション力の

向上は必須の課題とされています。

●カーエレクトロニクスによる代表的アプリケーション例

車輌内LAN

制御画像認識 

エアバッグ／シートベルト 

ダッシュボード 

ETC

ナビゲーションGPS

エアコン 

ステアリング制御 

ミリ波レーダ 

バッテリーコントロール 

エンジン制御 

パワーウインドウ 

キーレスエントリー 

CAN/LIN/FlexRay/TTP/IDB1394 

サスペンション制御 

パワーシート 

ABS/TCS（トラクション制御） 

トランスミッション 



　協業推進により、トータル･ソリューション力を強化。
　民生品市場への積極展開を推進します。

高付加価値ビジネスの追求という視野から捉えれば、新興国へ

の市場拡大も大きな課題となります。特に中国においては、民生

用電子機器産業の成長は著しく、2004年の売上高は496億ド

ルに達し、米Global Sources社では「中国の民生電子機器は、

それ以降も年平均20％以上で成長し、2007年には940億ドル

となる」と予測しています。

同市場では、8つの民生機器製品分野（カラーTV、DVDプレ

ーヤ、ホーム・シアター・システム、車載電子機器、デジタル・

カメラ、MP3プレーヤ、PDA、家電）で各メーカーが最新技術

の導入を積極化し、高性能製品の生産を加速しています。

このため、エレクトロニクス専門商社である当社には、お客様

であるメーカーやベンダー、仕入先とのアライアンスを強化し、

最先端の技術提案も含めた高次元の顧客サポート体制を構築する

ことが求められます。

拡大する中国民生用電子機器市場

高付加価値ビジネスへ協業体制を強化

新光商事では、中国市場で加速する最先端技術へのニーズに応

えるために、独自技術に関する保有特許数20,000件超を誇る

NECエレクトロニクス社との協業体制を強化し、広範囲なカテ

ゴリーを構成する同社製品の拡販に取り組んでいます。

また、同社と緊密にリレーションを図ることで、デバイスから

電子部品、システム製品までの充実した商品ラインナップを実現

し、高品位な顧客サポートを展開しています。

信頼性の高い技術は、市場の健全な成長を牽引します。新光商

事は、トータルなソリューション力の提供により、中国民生用電

子機器市場でのプレゼンスを確立してまいります。

トータルソリューション販売の展開
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新光商事では、こうしたニーズに応えるために、カーエレクト

ロニクス専門組織を20名体制に拡充するとともに、センシング

技術を始めとする最先端分野に高次元な技術蓄積を誇るNECエ

レクトロニクスとの協業体制を強化しています。

設計･開発から技術サポートまで体系化したトータル･ソリュー

ション提供体制の構築は、今後成長の見込まれるセンサー、表示

デバイス、GPSモジュールなどの電装機器市場において、圧倒

的な優位を確保することが見込まれます。

当社では、2012年3月

期に自動車電装市場におい

て300億円の実績を確保す

ることを目標に、「走る」

「止まる」「曲がる」「つなが

る」「安全」「環境」「快適」

の7つのキーワードを基調

とした高付加価値ビジネス

を推進してまいります。

電装市場の取組み目標（百万円） 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

06 
年 

07 
年 

08 
年 

09 
年 

10 
年 

11 
年 

■ 新規商材 
■ 既存商材 
■ NECEL

NEC年率 
7.9％ 



営 業 の 概 況 （ 連 結 ）

当連結会計年度における経済環境は、原油・原材料の高

騰および米国の景気減速・ドル安による企業収益圧迫、さ

らに米国サブプライムローン問題による金融市場の動揺な

どにより、世界経済の景気減速が鮮明になってきました。

当社グループを取り巻く環境につきましては、国内にお

いては、海外向け携帯電話用液晶パネルや液晶パネル用ド

ライバIC、パソコン周辺機器向けシステムLSIは生産調整

により売上高は減少いたしましたが、NT販売株式会社グ

ループを連結対象子会社に組入れたこと、並びに娯楽機器

関連が好調に推移したことにより売上高は増加いたしまし

た。一方海外においては、香港での娯楽機器等のEMS事

業は拡大したものの、パソコン周辺機器の生産調整や衛星

放送受信機器向け化合物半導体の価格競争激化による影響

を受け、売上高は減少いたしました。

これらの結果、当社グループの連結売上高は、2,063

億7百万円（前年同期比13.2％増）となりました。地域

別の売上高としましては、日本国内が1,622億86百万円

（前年同期比18.8％増）、アジアが420億48百万円（前

年同期比4.9％減）、北米が19億72百万円（前年同期比

40.0％増）となりました。

利益面につきましては、上記品目の売上好調および連結

対象子会社・NT販売株式会社グループの寄与などによる

売上高の拡大により、経常利益は70億78百万円（前年

同期比1.6％増）、当期純利益は43億91百万円（前年同

期比8.5％増）となりました。
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当期の業績の概況

電子部品事業
63.1％

回路部品
10.0％

電子管
6.9％

その他
電子部品
16.2％

半導体素子
9.4％

集積回路
20.6％

日本　
78.7％

アジア
20.4％

北米
0.9％

その他の事業
4.3％

アッセンブリ
事業
32.6％

エリア別売上高構成比（連結） 品種別売上高構成比（連結）



■電子機器
国内では、韓国半導体業界向けレ

ーザ装置等の商権の喪失があったも
のの、ノートパソコン用DVDドラ
イブ等の好調な推移や、当年度より
NT販売株式会社グループを連結対

象子会社に加えたことにより、売上
が拡大しました。
●売上高／88億54百万円
（前年同期比8.8％増）
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電子部品事業
■集積回路

国内では、自動車電装向け、娯楽
機器向け、一般産業用途向け半導体
が堅調に推移しましが、海外では、
衛星放送用受信機器向け化合物半導

体が価格競争の激化により減少しま
した。
●売上高／194億99百万円
（前年同期比4.1％減）

国内では、娯楽機器向けおよび一
般産業用途向け海外半導体製品が
好調に推移しました。PC周辺機器
向けカスタムLSIや海外向け携帯電
話用液晶ドライバICは生産調整に

影響を受けました。海外では、自
動車電装用マイコンが堅調に推移
しました。
●売上高／424億12百万円
（前年同期比6.8％減）

■半導体素子

当年度、連結対象子会社に加えた
NT販売株式会社グループの寄与よ
り、国内、海外ともに売上高が大幅

に増加しました。
●売上高／205億95百万円
（前年同期比98.1％増）

■回路部品

国内では、娯楽機器向け液晶パネ
ルが好調に推移しましたが、海外向
け携帯電話用液晶パネルは大幅に減

少しました。
●売上高／142億37百万円
（前年同期比11.0％増）

■電子管

国内では、娯楽機器向け製品の好
調な推移とNT販売株式会社グルー
プの連結対象子会社化により、売上

高は大幅に増加しました。
●売上高／334億75百万円
（前年同期比30.4％増）

■その他電子部品

セグメント別状況

その他の事業

その他の事業売上高（単位：百万円）
■アッセンブリ製品
国内および海外で、娯楽機器向け

製品が期初予想は下回ったものの好
調な推移により増加しました。

●売上高／672億32百万円
（前年同期比13.2％増）
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電子部品事業売上高（単位：百万円）
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資産の部
流動資産 87,814 88,481 △667
現金及び預金 20,029 13,773 6,256
受取手形及び売掛金 49,536 54,853 △5,316
たな卸資産 11,501 13,520 △2,019
繰延税金資産 641 620 21
未収入金 6,056 5,710 346
その他 221 143 78
貸倒引当金 △172 △139 △33
固定資産 8,730 7,966 763
有形固定資産　 2,802 2,766 36
無形固定資産 874 207 666
投資その他の資産　 5,053 4,992 60
投資有価証券 2,626 3,349 △722
繰延税金資産 638 156 482
その他 1,824 1,523 300
貸倒引当金 △37 △37 0

資産合計 96,544 96,448 96

連結貸借対照表（単位：百万円）

当 期
2008年3月31日現在

前 期
2007年3月31日現在

増 減 当 期
2008年3月31日現在

前 期
2007年3月31日現在

増 減

連 結 財 務 諸 表

負債の部

流動負債 44,946 51,930 △6,983

支払手形及び買掛金 39,745 47,894 △8,148

短期借入金 2,430 970 1,460

未払法人税等 1,082 1,383 △301

役員賞与引当金 45 42 2

その他 1,643 1,639 4

固定負債 3,511 3,393 117

長期借入金 2,000 2,000 －

再評価に係る繰延税金負債 348 354 △5

退職給付引当金 939 808 130

役員退職慰労引当金 － 133 △133

その他 223 96 126

負債合計 48,458 55,323 △6,865

純資産の部

株主資本

資本金 9,501 7,336 2,165

資本剰余金 9,600 7,435 2,165

利益剰余金 28,701 25,160 3,540

自己株式 △75 △70 △4

株主資本合計 47,728 39,861 7,866

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 190 832 △641

土地再評価差額金 508 516 △8

為替換算調整勘定 △672 △86 △585

評価・換算差額等合計 26 1,262 △1,236

少数株主持分 331 － 331

純資産合計 48,086 41,124 6,961

負債純資産合計 96,544 96,448 96

9

流動資産は、前年同期比6億67百万円減の878億14百万円となりま
した。主な要因といたしましては、現金及び預金が62億56百万円増加
したものの、受取手形及び売掛金が53億16百万円、たな卸資産が20億
19百万円減少したこと等によるものであります。

Point 1 ■流動資産

Point 2 ■流動負債
流動負債は、前年同期比69億83百万円減の449億46百万円となりま

した。主な要因といたしましては、短期借入金の約定により14億60百
万円増加したものの支払手形及び買掛金が81億48百万円減少したこと
等によるものです。

Point 3 ■純資産合計
純資産は、前年同期比69億61百万円増の480億86百万円となりまし

た。主な要因といたしましては、新株発行による資本金、資本剰余金の
増加や当期純利益を計上したことによる利益剰余金の増加によるもので
す。また、自己資本比率は前年同期比6.9ポイント改善し、49.5％とな
りました。



当 期
2007年4月1日から
2008年3月31日まで

前 期
2006年4月1日から
2007年3月31日まで

増 減 当 期
2007年4月1日から
2008年3月31日まで

前 期
2006年4月1日から
2007年3月31日まで

増 減

売上高 206,307 182,239 24,068

売上原価 189,302 166,598 22,704

売上総利益 17,004 15,640 1,363

販売費及び一般管理費 10,432 8,805 1,626

営業利益 6,571 6,834 △262

営業外収益 622 228 394

営業外費用 116 99 16

経常利益 7,078 6,963 114

特別利益 46 210 △163

特別損失 311 922 △611

税金等調整前当期純利益 6,814 6,251 562

法人税、住民税及び事業税 2,425 2,108 317

法人税等調整額 △124 96 △220

少数株主利益 121 － 121

当期純利益 4,391 4,047 343

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,598 1,634 4,963
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,662 △654 △1,007
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,600 △1,078 2,678
現金及び現金同等物に係る換算差額 △564 △94 △470
現金及び現金同等物の増減額 5,971 △192 6,164
現金及び現金同等物の期首残高 13,773 13,861 △88
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 284 104 179
現金及び現金同等物の期末残高 20,029 13,773 6,256

連結損益計算書（単位：百万円） 連結キャッシュ･フロー計算書（単位：百万円）
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連結株主資本等変動計算書（単位：百万円）

株主資本 評価･換算差額等
株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価･換算
差額等合計

純資産合計少数株主
持分自己株式

利益
剰余金

資本
剰余金

資本金

2007年3月31日残高 7,336 7,435 25,160 △70 39,861 832 516 △86 1,262 － 41,124
連結会計年度中の変動額
新株の発行 2,165 2,165 4,330 4,330
剰余金の配当 △858 △858 △858
当期純利益 4,391 4,391 4,391
自己株式の取得 △4 △4 △4
土地再評価差額金取崩額 8 8 △8 △8 ―
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） △641 ― △585 △1,227 331 △896
連結会計年度中の変動額合計 2,165 2,165 3,540 △4 7,866 △641 △8 △585 △1,236 331 6,961
2008年3月31日残高 9,501 9,600 28,701 △75 47,728 190 508 △672 26 331 48,086

当連結会計年度
2007年4月1日～2008年3月31日

国内においては娯楽機器関連ビジネスや連結組入れしたNT販売㈱グルー
プが好調に推移し、海外においても香港での娯楽機器等のEMS事業の拡大
により売上高は、前年同期比13.2％増の2,063億7百万円となりました。
利益面につきましては、経常利益は70億78百万円（前年同期比1.6％増）
及び当期純利益43億91百万円（前年同期比8.5％増）となり、いずれも過
去最高を更新しました。

Point 4 ■損益計算書

Point 5 ■キャッシュ･フロー計算書
営業活動の結果獲得した資金は、65億98百万円（前年同期比49億63百
万円増）、投資活動の結果使用した資金は16億62百万円（前年同期比10億
7百万円減）、財務活動の結果獲得した資金は16億円（前年同期比26億78
百万円増）となり、当期末における現金及び現金同等物は62億56百万円増
の200億29百万円となりました。

Point 6 ■配当金・配当性向
当期末の1株当たり配当金につきましては、前期に比べ2円増配の20円と
いたしました。なお、中間期の配当につきましては前期に比べ6円増配の1
株当たり18円を実施いたしましたので、1株当たり年間配当金としては、
前期に比べ8円増配の38円となります。また、配当性向につきましては、
前期に比べ3.9％上昇し、20.9％となっております。



単 体 要 約 財 務 諸 表
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資産の部
流動資産 68,703 70,013 △1,309
固定資産 8,905 8,239 666
有形固定資産　 2,741 2,712 28
無形固定資産 727 185 542
投資その他の資産　 5,436 5,341 95
資産合計 77,609 78,252 △643
負債の部
流動負債 33,107 39,065 △5,958
固定負債 3,336 3,301 35
負債合計 36,443 42,366 △5,922
純資産の部
株主資本
資本金 9,501 7,336 2,165
資本剰余金 9,600 7,435 2,165
利益剰余金 21,437 19,835 1,601
自己株式 △75 △70 △4
株主資本合計 40,464 34,536 5,927
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 192 832 △639
繰延ヘッジ損益 0 － 0
土地再評価差額金 508 516 △8
評価・換算差額等合計 701 1,349 △648
純資産合計 41,165 35,886 5,279
負債純資産合計 77,609 78,252 △643

単体要約貸借対照表（単位：百万円） 単体要約損益計算書（単位：百万円）

当 期
2008年3月31日現在

前 期
2007年3月31日現在

増 減 当 期
2007年4月1日から
2008年3月31日まで

前 期
2006年4月1日から
2007年3月31日まで

増 減

売上高 148,596 137,932 10,663

売上原価 136,533 125,428 11,105

売上総利益 12,062 12,504 △442

販売費及び一般管理費 7,535 7,498 37

営業利益 4,526 5,006 △479

営業外収益 171 219 △47

営業外費用 220 55 165

経常利益 4,477 5,169 △692

特別利益 30 208 △178

特別損失 249 891 △642

税引前当期純利益 4,258 4,487 △228

法人税、住民税及び事業税 1,815 1,702 112

法人税等調整額 △8 196 △205

当期純利益 2,452 2,587 △135

単体株主資本等変動計算書（単位：百万円）

株主資本 評価･換算差額等

株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価･換算
差額等合計

純資産合計
自己株式利益剰余金資本剰余金資本金

2007年3月31日残高 7,336 7,435 19,835 △70 34,536 832 ― 516 1,349 35,886
事業年度中の変動額
新株の発行 2,165 2,165 4,330 4,330
別途積立金の積立て ―
剰余金の配当 △858 △858 △858
当期純利益 2,452 2,452 2,452
自己株式の取得 △4 △4 △4
土地評価差額金取崩 8 8 △8 △8 ―
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） △639 0 ― △639 △639
事業年度中の変動額合計 2,165 2,165 1,601 △4 5,927 △639 0 △8 △648 5,279
2008年3月31日残高 9,501 9,600 21,437 △75 40,464 192 0 508 701 41,165

当事業年度
2007年4月1日～2008年3月31日



当社グループのグローバル戦略の一環として
タイ･バンコク市に営業拠点を新設しました。

04月2007

2007

新規商圏の獲得と販路拡大を視野に
新市場開拓室を発足しました。

当社は、2007年4月に新市場開拓室を発足させま

した。同部署は、収益力および事業基盤強化の一環

として営業部門内に設置されたもので、例えば、

ARMコアSOCの分野に強みを持つAvalent社の

ASIC製品や、低電圧・大電流、電源ICにコンピタ

ンスを確立するCosmo Design社のアナログICな

ど、個別コアデバイスに対する取り組みを強化する

ことで、新規有望顧客の商権獲得とそれによる既存

商品の販路拡大を図ってまいります。

当社は、東南アジアでのネットワークを強化し、タ

イ国市場におけるサービスの向上を図るため、海外

100％連結子会社SHINKO（PTE）LTD.の子会社と

して、NOVALUX THAILAND CO.,LTD.を2007

年10月に設立いたしました。

タイは車載関係等日系企業が数多く

進出しており、現地でのローカルデ

リバリー等お客様密着のサービス体

制を確立し、連結売上高の拡大を図

ってまいります。

10月

11月

12

TopicsTopics

新光商事グループは、東南アジアにおけ

る新たな開発拠点として、新会社

「SHINKO VIETNAM LTD.」を設立い

たしました。2007年11月6日にホーチ

ミン市人民委員会から半導体組込みソフ

トウエアおよびシステムLSI の設計・開

発を行うデザインセンター設立の認可を

受けて準備をしていたもので、2008年

3月より正式に稼働を開始しています。

同社では今後、組込みソフトウエア、シ

ステムLSI、論理検証などの設計開発業務

を通して、半導体の開発支援に取り組み、

2011年には30名規模まで事業を拡大し

ていく予定です。

東南アジア市場における技術提案力強化のために、
ベトナム・ホーチミン市に開発拠点を設立しました。



株 式 の 情 報 （2008年3月31日現在）
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株価･出来高の推移

株式分布状況

株主数別分布状況

所有数別分布状況

大株主（上位10社）

当社への出資状況

持株数（千株） 議決権比率（％）

 
株価（円） 

出来高 （万株） 

2007年 

2,000

1,000

3,000

0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
2008年 

500

250

0

株式の状況

発行可能株式総数 ････････････････････39,700,000株
発行済株式の総数 ････････････････････24,855,283株
株主数･････････････････････････････････････6,474名

㈲キタイアンドカンパニー 2,700 10.92
日本トラスティ･サービス信託銀行㈱（信託口） 1,707 6.90
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,607 6.50
日本トラスティ･サービス信託銀行㈱
（住友信託銀行再信託分･NECエレクトロニクス㈱退職給付信託口） 1,242 5.02

㈱横浜銀行 571 2.31
水上　富美子 480 1.94
資産管理サービス信託銀行㈱（証券投資信託口） 427 1.73
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 413 1.67
北井　暁夫 401 1.62
日本トラスティ･サービス信託銀行㈱ 349 1.41
（三井アセット信託銀行再信託分・TDK㈱退職給付信託口）

■個人･その他 6,100人（94.22％）

■その他の法人 184人 （2.84％）

■外国法人等 103人 （1.59％）

■金融機関 43人 （0.67％）

■証券会社 43人 （0.66％）

■自己名義株式 1人 （0.02％）

■金融機関 8,766,972株（35.28％）

■個人･その他 7,820,856株（31.46％）

■外国法人等 4,076,982株（16.40％）

■その他の法人 3,691,207株（14.85％）

■証券会社 400,436株 （1.61％）

■自己名義株式 98,830株 （0.40％）
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事業拠点 （2008年3月31日現在）

会 社 の 情 報

会社概要 （2008年3月31日現在）

商　　　　号 新光商事株式会社

Shinko Shoji Co.,Ltd.

本　　　　社 〒141-8540 東京都品川区大崎1-2-2

アートヴィレッジ大崎セントラルタワー13F

ホームページアドレス http://www.shinko-sj.co.jp

代表電話番号 TEL：03-6361-8111

設　　　　立 1953（昭和28）年11月

資　本　金 95億193万円

従 業 員 数 連結599名　単独405名

営 業 品 目 電子部品、アッセンブリ製品および電子機器の販売

主要取扱商品 メモリ、マイコン、システムLSI、半導体素子、

コンデンサ、フェアライトコア、カラー液晶、

アッセンブリ製品、一般電子部品、パーソナルコンピュータ、

コンピュータ周辺機器、レーザ装置他

事 業 内 容 集積回路・半導体素子等の電子部品、アッセンブリ

製品および電子機器の販売、これらに関連する輸出

入業務並びにこれらに付帯する事業

本 　 　 社

立 川 支 店

仙 台 支 店

宇都宮支店

埼 玉 支 店

千 葉 支 店

神奈川支店

甲 府 支 店

松 本 支 店

北 陸 支 店

浜 松 支 店

名古屋支店

大 阪 支 店

明 石 支 店

広 島 支 店

福 岡 支 店

ソウル支店

本社LSIデザインセンター

松本LSIデザインセンター

大阪LSIデザインセンター

川崎物流センター

塩尻物流センター

取締役および監査役 （2008年6月24日現在）

代表取締役社長 北　井　暁　夫

常 務 取 締 役 佐々木　孝　道

常 務 取 締 役 前　野　寿　博

取 　 締 　 役 正　木　　　輝

取 　 締 　 役 佐　藤　俊　彦

取 　 締 　 役 松　浦　　　昇

取 　 締 　 役 佐　藤　正　則

取 　 締 　 役 小　川　達　哉

常 勤 監 査 役 蜂　谷　訓　平

監 　 査 　 役 山　口　宗　英

監 　 査 　 役 鈴　木　和　雄

グループ会社 （2008年3月31日現在）

【国内関係会社】

新光商事エルエスアイデザインセンター株式会社

ノバラックスジャパン株式会社

NT販売株式会社

ポジション株式会社

【海外関係会社】

香　　　港 NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS LTD.

香　　　港 HONG KONG KYOSAI CO., LTD.

香　　　港 NT SALES HONG KONG LTD.

中　　　国 NOVALUX SHANGHAI ELECTRONICS LTD.

シンガポール SHINKO(PTE)LTD.

インドネシア PT.NOVALUX INDONESIA

マレーシア NOVALUX MALAYSIA SDN. BHD.

台　　　湾 NOVALUX TAIWAN ELECTRONICS LTD.

タ　　　イ NIPPON SEIKI CONSUMER PRODUCTS

(THAILAND) CO., LTD.

タ　　　イ NOVALUX(THAILAND) CO., LTD.

ベ ト ナ ム SHINKO VIETNAM LTD.

ア メ リ カ NOVALUX AMERICA INC.



〒141-8540 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー13F
TEL：03（6361）8111（大代表） FAX：03（5437）8484

http://www.shinko-sj.co.jp/

株主メモ
ホームページをご覧ください。

http://www.shinko-sj.co.jp/ir/index.html
＜IR情報＞

事　業　年　度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月開催

基 　 準 　 日 定時株主総会 毎年3月31日

期末配当金 毎年3月31日

中間配当金 毎年9月30日

そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日　

株主名簿管理人 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10

住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電話照会先）（住所変更等用紙のご請求）70120-175-417

（そ の 他 の ご 照 会 ）70120-176-417

（インターネットホームページURL） http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html

同　取　次　所 住友信託銀行株式会社　本店および全国各支店

公告掲載新聞 日本経済新聞

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部




