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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載 

しておりません。 

２. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。 

    ３. 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

回次 
第56期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第55期 

会計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日 

自平成19年４月１日 
 至平成20年３月31日 

売上高（百万円） 48,127 206,307 

経常利益（百万円） 1,267 7,078 

四半期（当期）純利益（百万円） 739 4,391 

純資産額（百万円） 48,996 48,086 

総資産額（百万円） 93,391 96,544 

１株当たり純資産額（円） 1,964.66 1,928.98 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
29.87 181.60 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ － 

自己資本比率（％） 52.1 49.5 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△9,756 6,598 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△122 △1,662 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△1,136 1,600 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
9,424 20,029 

従業員数（人） 643 614 
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２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グル－プ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。 

   なお、当第１四半期連結会計期間より、楽法洛（上海）貿易有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めて

おります。 

  

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、以下の会社を連結の範囲に含めております。 

 （注）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であり、嘱託及び臨時従業員数（パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員は除く。）は、当

第１四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、嘱託及び臨

時従業員数（パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員は除く。）は、当第１四半期会計期間の平均人員

を（ ）外数で記載しております。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容

議決権の所有割合 
又は被所有割合 

(％) 
関係内容 

（連結子会社） 

 楽法洛（上海）貿
易有限公司 

（注） 

中華人民共和
国上海市 20 電子部品事業 

      100 
(100) 

当社が商品販売・
当社及び関係会社
に商品販売。 
役員の兼任あり。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 643 (78) 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 420 (77) 
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第２【事業の状況】 

１【仕入、受注及び販売の状況】 

(1）商品仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

(2）受注状況 

 当社グループが営んでいる主な事業内容は電子部品、アッセンブリ製品及びその他の販売及びそれに付随する商社

活動であり、受注生産活動を行っていないため、受注規模を金額で記載しておりません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１. 当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

電子部品事業（百万円） 26,944 

アッセンブリ事業（百万円） 16,498 

その他の事業（百万円） 1,217 

合計（百万円） 44,660 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

電子部品事業（百万円） 29,225 

アッセンブリ事業（百万円） 17,541 

その他の事業（百万円） 1,360 

合計（百万円） 48,127 

相手先 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 

 ニッコウ電機㈱ 14,548 30.2 
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２【経営上の重要な契約等】 

     当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

（1）業績の状況 

   当第１四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格高騰の影響等から企業収益の減少、設備投資の鈍化等

を背景に景気は減速しており、景気の先行きに対する警戒感が強まっております。 

  当社グループを取巻く環境につきましては、国内においては、自動車電装関連は堅調に推移いたしましたが、

海外向け携帯電話用液晶パネルやパソコン周辺機器向けシステムＬＳＩは減少いたしました。殊に、娯楽機器関

連につきましては、前年のヒット商品が、ほぼ前年の第１四半期に集中した為、今期は大幅に減少いたしまし

た。海外においても、香港の娯楽機器関連アッセンブリ事業が、ユニット部品の調整局面により大幅に減少いた

しました。 

  これらの結果、当社グループの連結売上高は、481億27百万円となりました。これを地域別にみますと、日本が

400億51百万円、アジアが75億98百万円、北米が４億76百万円であります。 

 利益面につきましても、上記売上減少により経常利益は12億67百万円、四半期純利益は７億39百万円となりま

した。  

       事業の種類別セグメントの業績はつぎのとおりであります。 

電子部品事業 

     電子部品事業におきましては、売上高は292億25百万円となりました。 

  ① 集積回路 

      国内においては、自動車電装用マイコンは堅調に推移いたしましたが、娯楽機器向けＬＳＩ及びＰＣ周辺機

器向けＡＳＩＣが減少いたしました。海外においては自動車電装用マイコンが堅調に推移いたしました。 

          以上の結果、集積回路の売上高は92億20百万円となりました。 

      ② 半導体素子 

          国内においては、携帯電話用化合物半導体が減少いたしました。海外においても衛星放送受信機器向け化合

物半導体が価格競争激化により減少いたしました。 

          以上の結果、半導体素子の売上高は43億57百万円となりました。 

      ③ 回路部品 

          国内、海外ともに、産業分野の顧客中心に堅調に推移いたしました。 

      以上の結果、回路部品の売上高は53億77百万円となりました。 

      ④ 電子管 

          国内において、娯楽機器向け及び海外携帯電話向け液晶パネルが大幅に減少いたしました。 

          以上の結果、電子管の売上高は22億18百万円となりました。 

      ⑤ その他電子部品 

         海外において、水晶発振子用気密端子が、国内から移管されたことにより増加いたしました。 

          以上の結果、その他電子部品の売上高は80億52百万円となりました。 

アッセンブリ事業 

         国内、海外において娯楽機器向け製品が大幅に減少いたしました。 

         以上の結果、アッセンブリ事業の売上高は175億41百万円となりました。   

その他の事業 

         電子機器 

          国内において、ＰＣ周辺機器向け光ディスクドライブが減少いたしました。 

          以上の結果、電子機器の売上高は13億60百万円となりました。 
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     所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

     ① 日本 

         国内においては、自動車電装関連は堅調に推移いたしましたが、海外向け携帯電話用液晶パネルやパソコン

周辺機器向けシステムＬＳＩは減少いたしました。殊に、娯楽機器関連につきましては、前年のヒット商品

が、ほぼ前年の第１四半期に集中した為、今期は大幅に減少した結果、売上高は400億51百万円、営業利益は 

17億61百万円となりました。 

     ② アジア 

         アジアにおいては、娯楽機器関連アッセンブリ事業が、ユニット部品の調整局面により大幅に減少し、ま

た、衛星放送受信機器化合物半導体も価格競争激化により減少した結果、売上高は75億98百万円、営業利益は

79百万円となりました。 

     ③ 北米 

         北米においては、日系車載メーカー向け売上が好調に推移した結果、売上高は４億76百万円、営業利益は 

11百万円となりました。 

     （2）キャッシュ・フロ－の状況 

          当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期

純利益が12億67百万円となり、未収入金の減少、短期借入金の実行による収入等があったものの、売上債権の

増加、仕入債務の減少、短期借入金の約定返済等があったことにより、前連結会計年度末に比べ106億５百円減

少し、当第１四半期連結会計期間末においては94億24百万円となりました。 

          当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロ－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－） 

      営業活動の結果使用した資金は、97億56百万円となりました。これは主に未収入金が２億15百万円減少した

ものの、売上債権が62億57百万円増加、仕入債務が30億２百万円減少したこと等によるものであります。 

    （投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

      投資活動の結果使用した資金は１億22百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得89百万円、有形

固定資産の取得33百万円の支出等によるものであります。 

    （財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

      財務活動の結果使用した資金は、11億36百万円となりました。これは主に短期借入金の実行18億40百万円が

あったものの、短期借入金の約定弁済24億80百万円による支出等があったことによるものであります。 

   （3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

   当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

   （4）研究開発活動 

  該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。 

6



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

    該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

（５）【大株主の状況】 

 当第１四半期会計期間において、バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社及びその共同保有者２

名から平成20年７月７日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成20年６月30日現在でそれぞ

れ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当

社として実質所有株式数の確認ができません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 39,700,000 

計 39,700,000 

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 24,855,283 24,855,283 
 東京証券取引所 

 市場第一部   

－ 

－ 

計 24,855,283 24,855,283 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円）

 平成20年４月１日～ 
平成20年６月30日  

－ 24,855,283 － 9,501 － 9,599 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 
株券等保有割合

（％） 

バークレイズ・グローバル・インベス

ターズ株式会社 

東京都渋谷区広尾１丁

目１番39号 
株式 1,594,000 6.41 

バークレイズ・グローバル・インベス

ターズ、エヌ・エイ

（Barclays Global Investors,N.A.） 

米国カリフォルニア州

サンフランシスコ市ハ

ワード・ストリート400 

株式  794,900  3.20 

バークレイズ・グローバル・インベス

ターズ・リミテッド

（Barclays Global Investors Ltd） 

英国ロンドン市ロイヤ

ル・ミント・コート１ 
株式  361,799 1.46 
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（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

   ①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

（注） 当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は99,116株であります。 

  

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     98,800  － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 24,722,500 247,225 － 

単元未満株式 普通株式    33,983 － － 

発行済株式総数 24,855,283 － － 

総株主の議決権 － 247,225 － 

平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

 新光商事株式会社 
東京都品川区大崎 

一丁目２番２号 
98,800 － 98,800 0.40 

計 － 98,800 － 98,800 0.40 

月別 平成20年４月 ５月 ６月 

最高（円） 1,158 1,193 1,185 

最低（円） 917 995 1,051 
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

    当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、公認会計士桜友共同事務所所属、公認会計士大河

原恵史氏、公認会計士肥沼栄三郎氏及び公認会計士中市俊也氏による四半期レビューを受けております。 
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１【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１四半期連結会計期間末
（平成20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20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,424 20,029

受取手形及び売掛金 56,017 49,536

商品 12,371 11,501

未収入金 ※3  5,911 ※3  6,056

その他 947 863

貸倒引当金 △167 △172

流動資産合計 84,504 87,814

固定資産   

有形固定資産 ※1  2,735 ※1  2,802

無形固定資産 858 874

投資その他の資産   

投資有価証券 2,993 2,626

その他 2,341 2,463

貸倒引当金 △41 △37

投資その他の資産合計 5,293 5,053

固定資産合計 8,887 8,730

資産合計 93,391 96,544

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 37,017 39,745

短期借入金 1,790 2,430

未払法人税等 648 1,082

役員賞与引当金 10 45

その他 1,454 1,643

流動負債合計 40,922 44,946

固定負債   

長期借入金 2,000 2,000

再評価に係る繰延税金負債 343 348

退職給付引当金 953 939

その他 175 223

固定負債合計 3,473 3,511

負債合計 44,395 48,458
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20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20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,501 9,501

資本剰余金 9,600 9,600

利益剰余金 29,011 28,701

自己株式 △75 △75

株主資本合計 48,038 47,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 408 190

繰延ヘッジ損益 △0 －

土地再評価差額金 501 508

為替換算調整勘定 △310 △672

評価・換算差額等合計 599 26

少数株主持分 359 331

純資産合計 48,996 48,086

負債純資産合計 93,391 96,544
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

売上高 48,127

売上原価 44,307

売上総利益 3,819

販売費及び一般管理費 ※  2,595

営業利益 1,223

営業外収益  

受取利息 30

受取配当金 24

仕入割引 67

雑収入 9

営業外収益合計 132

営業外費用  

支払利息 13

為替差損 68

雑支出 5

営業外費用合計 88

経常利益 1,267

特別利益  

貸倒引当金戻入額 18

その他 7

特別利益合計 26

特別損失  

固定資産除売却損 24

その他 2

特別損失合計 26

税金等調整前四半期純利益 1,267

法人税等 499

少数株主利益 28

四半期純利益 739
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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）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20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 1,267

減価償却費 95

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 13

有形固定資産除売却損益（△は益） 24

投資有価証券売却損益（△は益） △5

売上債権の増減額（△は増加） △6,257

未収入金の増減額（△は増加） 215

たな卸資産の増減額（△は増加） △802

仕入債務の増減額（△は減少） △3,002

未払又は未収消費税等の増減額 △91

その他の資産・負債の増減額 △274

その他 10

小計 △8,881

利息及び配当金の受取額 53

利息の支払額 △11

法人税等の支払額 △917

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,756

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 6

有形固定資産の取得による支出 △33

有形固定資産の売却による収入 9

無形固定資産の取得による支出 △89

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 0

その他の支出 △16

その他の収入 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △122

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,840

短期借入金の返済による支出 △2,480

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △495

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,136

現金及び現金同等物に係る換算差額 344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,670

現金及び現金同等物の期首残高 20,029

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 65

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  9,424
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【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】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

(1）連結の範囲の変更 

    当第１四半期連結会計期間より、楽法

洛（上海）貿易有限公司は重要性が増し

たため、連結の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数 

   10社 

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

の変更 

  たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として移動平均法

による低価法によっておりましたが、当

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）が適用さ

れたことに伴い、主として移動平均法に

よる原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 

   この変更に伴う営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

   なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

  （2）「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、

「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月

17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

   この変更に伴う営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

   なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 
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【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．固定資産の減価償却費の

算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却

等の見積りを考慮した予算を策定している

ため、当該予算に基づく年間償却予定額を

期間按分して算定しております。 

２. 棚卸資産の評価方法  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の

算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連

結会計年度末の実地棚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。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 １．税金費用の計算  税金費用については、当第１四半期連結

会計期間を含む連結会計年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含

めて表示しております。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、1,312百万円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、1,315百万円で

あります。 

 ２ 保証債務 

当社の従業員の金融機関からの住宅取得借入れに

対し債務保証を行っております。 

従業員 60百万円

計 60百万円

 ２ 保証債務 

当社の従業員の金融機関からの住宅取得借入れに

対し債務保証を行っております。 

従業員 63百万円

計 63百万円

※３ 未収入金 

    ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収

額5,463百万円が含まれております。  

※３ 未収入金 

    ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収

額5,342百万円が含まれております。  

 ４ 受取手形裏書譲渡高は、23百万円であります。  ４ 受取手形裏書譲渡高は、21百万円であります。 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与及び賞与 1,126百万円

貸倒引当金繰入額  17 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 

３．新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

  （百万円）

現金及び預金勘定 9,424

現金及び現金同等物 9,424

普通株式  24,855千株 

普通株式  99千株 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月４日 

取締役会 
普通株式 495 20  平成20年３月31日  平成20年６月６日 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、内部管理上の分類によって区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

    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」２.（1）に記載のとおり、当第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。 

        なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「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」２.（2）に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

        なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20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。 

 (1)アジア…大韓民国、香港、中華人民共和国、台湾、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ  

 (2)北米……アメリカ合衆国 

 
電子部品事業 
（百万円） 

アッセンブリ
事業 

（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 29,225 17,541 1,360 48,127 － 48,127 

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
－ － － － － － 

  計 29,225 17,541 1,360 48,127 － 48,127 

営業利益 1,377 498 55 1,931 △708 1,223 

事業区分 主要商品 

電子部品事業 集積回路、半導体素子、回路部品及び電子管 

アッセンブリ事業 アッセンブリ製品 

その他の事業 情報機器及び産業機器 

 
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 40,051 7,598 476 48,127 － 48,127 

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
1,558 515 － 2,074 △2,074 － 

  計 41,609 8,114 476 50,201 △2,074 48,127 

営業利益 1,761 79 11 1,852 △628 1,223 
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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」２.（1）に記載のとおり、当第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。 

        なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「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」２.（2）に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

        なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20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……………大韓民国、香港、中華人民共和国、台湾、シンガポ－ル、マレーシア、インドネシア、

タイ 

(2)その他の地域……アメリカ合衆国、イスラエル、オーストラリア、アイルランド、ロシア 

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。 

（有価証券関係） 

 該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係） 

 該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係） 

    該当事項はありません。 

  

  アジア その他の地域 計 

Ｉ 海外売上高（百万円） 8,587 511 9,098 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 48,127 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
17.8 1.1 18.9 

18



（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

   （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 

  

（リース取引関係） 

 該当事項はありません。 

  

２【その他】 

  ① 平成20年６月４日開催の取締役会において、平成20年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載また

は記録された株主に対し、剰余金の配当として、１株につき20円（総額495百円）を支払うことを決議いたし

ました。 

    ② その他の該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,964.66円 １株当たり純資産額 1,928.98円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 29.87円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

四半期純利益（百万円） 739 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 739 

期中平均株式数（千株） 24,756 

19



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月８日

新光商事株式会社 

取締役会 御中 

      公認会計士桜友共同事務所 

      公認会計士 大河原 恵史 印 

      公認会計士 肥沼 栄三郎 印 

      公認会計士 中市 俊也  印 

 私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新光商事株式会社の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キ

ャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たち

の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四

半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新光商事株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１. 上記は、四半期レビュ－報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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