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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】

回次
第75期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第74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 (千円) 20,297,043 89,035,430

経常損益（△は損失） (千円) △90,237 971,968

四半期（当期）純損益

（△は損失）
(千円) △81,023 398,663

純資産額 (千円) 14,119,921 14,126,662

総資産額 (千円) 41,798,114 43,000,093

１株当たり純資産額 (円) 452.68 452.88

１株当たり四半期（当期）

純損益金額（△は損失）
(円) △2.60 12.65

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
(円) － 11.50

自己資本比率 (％) 33.8 32.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △245,869 △1,454,947

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △10,684 △580,905

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △467,595 315,055

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(千円) 3,206,067 3,919,303

従業員数 (人) 1,352 1,302

　（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．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．第75期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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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、当社グループ（当社及び当社の子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,352  

　（注）従業員数は、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就業

人員であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,100  

　（注）従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当第１四半期連結会計期間の生産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。

なお、生産実績中、商事部門の生産実績は、技術商社として、商事部門内にマイコンソフト開発に係る製造部門を

有しており、これの生産実績であります。

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）

商事部門　（千円） 74,197

ＩＴ部門　（千円） 1,744,646

製造部門　（千円） 1,885,178

合計　（千円） 3,704,022

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部取引高にかかる生産高が含まれております。

２．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

商事部門の一部及びＩＴ部門、製造部門については受注生産を行っており、これらの当第１四半期連結会計期間

の受注状況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。

なお、受注状況中、商事部門の受注状況は、技術商社として、商事部門内にマイコンソフト開発に係る製造部門を

有しており、これの受注状況であります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

商事部門 145,990 181,327

ＩＴ部門 1,704,597 1,575,050

製造部門 1,958,994 1,266,769

合計 3,809,582 3,023,148

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(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。

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）

商事部門　（千円） 17,259,294

ＩＴ部門　（千円） 1,259,442

製造部門　（千円） 1,802,722

計　（千円） 20,321,460

消去又は全社　（千円） △24,416

合計　（千円） 20,297,043

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10未満のため記載を省略し

ております。
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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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年からの米国サブプライム問題の影響と原油価格や原材料

価格の高騰などが続いたことにより、依然として先行きが不透明な状況で推移いたしました。

　平成21年３月期第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）における事業の種類別セグメントの概況は

以下のとおりです。

（商事部門）

　半導体事業は、デジタルAV関連の価格下落の影響が続く中で、マイコン、ASICは、デジタルTV向けは伸長し、自動車

関連向けも順調に推移いたしましたが、白物家電及び電源、産業用向けは伸び悩みました。また国内用エアコン並び

にエレベータ向けのパワーデバイスは堅調でしたが、パソコン用DVDレコーダ向けレーザーダイオードが伸び悩

み、アミューズメント向け液晶も低迷いたしましたので、全体としては伸び悩みました。

　電子デバイス事業は、セキュリティシステム向け液晶モニタが好調を維持し、EMS事業のデジタルカメラ等電池保

護モジュール基板及び携帯型音楽プレイヤー向け希土類マグネットも堅調に推移いたしましたが、その他各種産業

及び民生用向け電子部品が低調となりました。

　電子材料事業は、銅地金が高値圏で推移する中で、携帯電話、デジタルカメラ用コネクター向け高機能材、及びデジ

タルTV用コネクター向け金属材料は堅調に推移いたしました。

　FAシステム事業はハードディスク、液晶製造装置向けサーボ、シーケンサなどのFAシステム機器及び放電加工機は

引き続き順調でしたが、工作機械用NC装置、半導体製造装置向け配電制御機器、FA-ITソリューションは低調となり

ましたので、全体としては伸び悩みました。

（ＩＴ部門）

　ビジネスソリューション事業は、ソリューション関係は、自社開発の通信制御装置は堅調に推移いたしましたが、

流通業向け及び運輸業、製造業向けシステムは伸び悩み、建設業向け積算・見積業務パッケージソフトも低調とな

りました。ビジネスシステム関係は、販売・流通・製造系業務関連向け及び金融系業務関連は好調を維持いたしま

したが、電力系業務関連はやや伸び悩みました。

　エンベデッドシステム事業は、エンベデッドシステム系(特定機能を実現するための組込みシステム)では、専用

ボードシステム、携帯電話及び新機種開発がスタートしたカーナビ関連は順調でしたが、専用装置システム及び装

置制御を中心としたFAシステム系はやや低調な推移となりました。

　IC設計事業は、アナログ技術の強みをベースとして新規開発分野の受注が伸長し、順調を持続いたしました。

（製造部門）

　プリント配線板事業は、受注面では、デジタル機器用ビルドアップ基板、携帯電話用モジュール基板、ビルドアップ

基板の超短納期試作品（協栄ビルドアップ・スーパーエクスプレス）は堅調を持続いたしました。一般多層基板も

堅調でしたが、両面基板は低調に推移いたしました。損益面では、材料費の値上げ等もありましたため、なお厳しい

状況が続いております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は202億９千７百万円となり、営業損失１億４百万円、経常損失９

千万円、四半期純損失８千１百万円という成績になりました。

　なお、ＩＴ部門における売上計上基準は検収基準を採用しており、９月及び３月に売上及び利益の計上が集中す

る傾向があります。そのため四半期毎に業績変動がありますが、これは従来からの業界的傾向であります。

(2）財政状態の分析

　当第１四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12億１百万円減少し、417億９千８百万円と

なりました。

　流動資産は、売掛金の減少26億６千５百万円等により、22億３千６百万円減少し、341億１千５百万円となりまし

た。

　固定資産は、リース資産の増加等により、10億３千４百万円増加し、76億８千２百万円となりました。

　流動負債は、買掛金の減少15億９千７百万円等により、15億４千１百万円減少し、222億５千８百万円となりまし

た。

　固定負債は、リース債務の増加等により、３億４千６百万円増加し、54億１千９百万円となりました。

　この結果、純資産は６百万円減少し、141億１千９百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の32.9％から0.9

ポイント増加し33.8％となりました。
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(3）キャッシュ・フローの状況

　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、前連結会計年度末に比べ７

億１千３百万円減少し、32億６百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおり

です。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は２億４千５百万円となりました。これは主として次の要因によるものです。

資金増加要因：減価償却費　　　　　　１億６千８百万円

売上債権の減少　　　　23億２千４百万円

資金減少要因：たな卸資産の増加　　　９億１千９百万円

仕入債務の減少　　　　15億９千４百万円

法人税等の支払額　　　２億４百万円

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は１千万円となりました。これは主に固定資産の取得等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は４億６千７百万円となりました。これは主に長期借入金の返済及び配当金の

支払等によるものです。

(4）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。

(5）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、20,439千円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

②【発行済株式】

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13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 31,935,458 31,935,458
東京証券取引所

市場第一部
－

計 31,935,458 31,935,458 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成16年７月14日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権付社債の残高（千円） 1,114,000

新株予約権の数（個） 1,114

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,155,810

新株予約権の行使時の払込金額（円） 353

新株予約権の行使期間
自　平成16年８月16日

至　平成20年７月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　 353

資本組入額　　　 177

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし

代用払込みに関する事項

新株予約権を行使したときは、社債の全額の償還に代え

て、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の

払込があったものとみなす。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社

普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式

数」は当社の発行済普通株式総数（但し、当社の有する自己株式数を除く）をいう。

    
 

既発行
株式数 ＋

新発行・
処分株式数

×
１株あたりの
発行・処分価額

 
調整後
転換価額 ＝

調整前
転換価額 ×

時　価

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の発行等が行われる場合その他一

定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

　　　　２．平成17年８月２日に転換価額の変更を行っております（変更前の転換価額412円）。これにより「新株予約権の

目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する

場合の発行価格及び資本組入額」をそれぞれ調整しております。

（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】

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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
－ 31,935,458 － 3,161,819 － 3,065,210
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（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

から平成20年７月７日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）の写しにより、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。

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　1,730,000 5.42

バークレイズ・グローバル・

インベスターズ、エヌ・エイ　

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  　549,000 1.72

バークレイズ・グローバル・

インベスターズ・リミテッド

英国　ロンドン市　ロイヤル・ミン

ト・コート１
株式　　483,000 1.51

計 － 株式　2,762,000 8.65

（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】

　 平成20年３月31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）
（自己保有株式）

普通株式　　 742,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　30,905,000 30,905 －

単元未満株式 普通株式　　 288,458 － －

発行済株式総数 31,935,458 － －

総株主の議決権 － 30,905 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31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（％）

協栄産業株式会社
東京都渋谷区松濤

２－20－４
742,000 － 742,000 2.32

計 － 742,000 － 742,000 2.32

（注）当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）の自己株式数は743,897株（発行済株式総数に対する所有株式数

の割合2.33％）となっております。
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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】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 310 330 338

最低（円） 279 290 299

　（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。
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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。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

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、監査法人保森会計事務所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：千円）

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 4,126,067 4,839,303

受取手形及び売掛金 20,646,199 22,921,812

商品及び製品 7,043,041 6,520,365

仕掛品 1,188,554 753,242

原材料及び貯蔵品 170,403 171,151

繰延税金資産 408,359 347,553

その他 619,574 898,365

貸倒引当金 △86,395 △99,970

流動資産合計 34,115,805 36,351,822

固定資産

有形固定資産 ※
 3,553,060

※
 2,792,753

無形固定資産 258,289 265,922

投資その他の資産

投資有価証券 2,957,232 2,627,456

繰延税金資産 4,777 56,719

その他 1,262,428 1,259,764

貸倒引当金 △353,478 △354,344

投資その他の資産合計 3,870,959 3,589,595

固定資産合計 7,682,309 6,648,271

資産合計 41,798,114 43,000,093

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,893,577 17,434,847

短期借入金 2,764,411 2,772,129

1年内返済予定の長期借入金 645,000 670,000

1年内償還予定の社債 1,114,000 1,114,000

未払法人税等 55,493 252,161

賞与引当金 156,169 550,616

その他 1,629,588 1,005,876

流動負債合計 22,258,240 23,799,631

固定負債

長期借入金 4,025,000 4,180,000

繰延税金負債 130,546 412

退職給付引当金 527,394 531,282

役員退職慰労引当金 179,982 174,671

その他 557,029 187,432

固定負債合計 5,419,952 5,073,798

負債合計 27,678,193 28,873,430
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（単位：千円）

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 3,161,819 3,161,819

資本剰余金 3,121,543 3,121,561

利益剰余金 7,437,844 7,674,833

自己株式 △265,152 △264,649

株主資本合計 13,456,054 13,693,564

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 771,355 576,559

為替換算調整勘定 △107,488 △143,461

評価・換算差額等合計 663,867 433,098

純資産合計 14,119,921 14,126,662

負債純資産合計 41,798,114 43,000,093
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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：千円）

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 20,297,043

売上原価 18,451,839

売上総利益 1,845,204

販売費及び一般管理費 ※
 1,949,223

営業損失（△） △104,019

営業外収益

受取利息 2,192

受取配当金 25,581

為替差益 40,028

その他 14,329

営業外収益合計 82,132

営業外費用

支払利息 39,218

債権売却損 20,714

その他 8,417

営業外費用合計 68,350

経常損失（△） △90,237

特別利益

貸倒引当金戻入額 14,440

特別利益合計 14,440

特別損失

固定資産除却損 220

特別損失合計 220

税金等調整前四半期純損失（△） △76,017

法人税、住民税及び事業税 17,457

法人税等調整額 △12,451

法人税等合計 5,006

四半期純損失（△） △81,023
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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）

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損失（△） △76,017

減価償却費 168,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,440

賞与引当金の増減額（△は減少） △394,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,888

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,310

受取利息及び受取配当金 △27,773

支払利息 39,218

固定資産除却損 220

売上債権の増減額（△は増加） 2,324,865

たな卸資産の増減額（△は増加） △919,486

仕入債務の増減額（△は減少） △1,594,495

未収消費税等の増減額（△は増加） △146,037

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,500

その他 601,498

小計 △28,724

利息及び配当金の受取額 27,027

利息の支払額 △39,291

法人税等の支払額 △204,880

営業活動によるキャッシュ・フロー △245,869

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 △1,284

有形固定資産の取得による支出 △4,002

無形固定資産の取得による支出 △5,398

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,684

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 1,016,767

短期借入金の返済による支出 △1,033,323

長期借入金の返済による支出 △180,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △114,553

自己株式の売却による収入 221

自己株式の取得による支出 △741

配当金の支払額 △155,966

財務活動によるキャッシュ・フロー △467,595

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △713,235

現金及び現金同等物の期首残高 3,919,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,206,067
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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）

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、原価

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、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。

　これにより売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益は、それぞれ13,403千円減少しております。

　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）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

(3）リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃

貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸

表から適用することができることになったことに伴い、当第１

四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、期首に前連結会計年度

末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除

後）で取得したものとしてリース資産を計上する方法によって

おります。

　これによりリース資産が有形固定資産に810,753千円計上され

ており、損益に与える影響は軽微であります。
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【簡便な会計処理】

　
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．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、実地棚卸を省略して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。

２．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により

算定しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、8,854,495千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、8,705,667千円であ

ります。

（四半期連結損益計算書関係）

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。

給料手当 755,125千円

賞与 161,583 

賞与引当金繰入額 86,818 

退職給付費用 25,681 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）
 （千円）

現金及び預金勘定 4,126,067

預入期間が３か月を超える定期預金 △920,000

現金及び現金同等物 3,206,067
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（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

　普通株式 31,935千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式  743千株

　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

　配当支払額　

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

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５月９日
取締役会

普通株式 155,966 5  平成20年３月31日  平成20年６月12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）

 
商事部門
（千円）

ＩＴ部門
（千円）

製造部門
（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 17,255,175 1,239,664 1,802,202 20,297,043 － 20,297,043

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,118 19,778 520 24,416 (24,416) －

計 17,259,294 1,259,442 1,802,722 20,321,460 (24,416) 20,297,043

営業利益又は営業損失（△） 395,120 △28,135 △115,273 251,711 (355,731) △104,019

（注）１．事業区分の方法

当社の事業区分は、製品の種類、製造方法、販売市場の類似性及び管理区分をもとに、当社グループの事業実

態にあわせて区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

商事部門
各種半導体、マイコンソフト開発、電子デバイス、電子部品用金属材料、化成品、ボードアッ

センブリ、産業システム機器、工場用設備機械、FA-ITソリューション、船舶用救命器具類

ＩＴ部門 ソフトウェア開発、システム開発、情報システム機器、電子機器、パッケージソフト、IC設計

製造部門 プリント配線板、超短納期試作ビルドアップ基板

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」会計処理基準に関する事項の変更(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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、商事部門

で、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ13,403千円減少しております。
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【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）

 
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 17,652,533 2,644,509 20,297,043 － 20,297,043

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
287,474 24,203 311,678 (311,678) －

計 17,940,008 2,668,713 20,608,722 (311,678) 20,297,043

営業利益又は営業損失（△） 180,395 71,999 252,395 (356,414) △104,019

（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、香港、上海

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」会計処理基準に関する事項の変更(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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、日本で、売

上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ13,403千円減少しております。
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【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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,318,695 6,472 4,325,167

Ⅱ　連結売上高（千円）   20,297,043

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
21.3 0.0 21.3

（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。

アジア ……… シンガポール、マレーシア、中国他

その他の地域 ……… アメリカ他

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）

　　　　当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,618,273 2,919,042 1,300,768

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,618,273 2,919,042 1,300,768

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引について、前連結会計年度の末日に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

　　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

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 452.68円 １株当たり純資産額 452.88円

　（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

純資産の部の合計額（千円） 14,119,921 14,126,662

純資産の部の合計額から控除する金額（千
円）

－ －

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額
（千円）

14,119,921 14,126,662

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半
期末（期末）の普通株式の数（千株）

31,191 31,193

２．１株当たり四半期純損失金額

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）

１株当たり四半期純損失金額 2.60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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。

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

　
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）

四半期純損失（千円） 81,023

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 81,023

期中平均株式数（千株） 31,192

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　－

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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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12日

協栄産業株式会社

取締役会　御中

監査法人　保森会計事務所

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 窪田　健一　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 横山　博　　　印

　当監査法人は、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」に掲げられている協栄産業株式会社の

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、当監査

法人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。

　当監査法人は、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。

　当監査法人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、協栄産業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。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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、四半期レビュー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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