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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２四半期連結
累計期間

第75期
第２四半期連結
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９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９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) 41,710,036 21,412,992 89,035,430

経常利益 (千円) 482,361 572,599 971,968

四半期（当期）純利益 (千円) 218,323 299,346 398,663

純資産額 (千円) － 13,957,333 14,126,662

総資産額 (千円) － 41,964,700 43,000,093

１株当たり純資産額 (円) － 449.77 452.88

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円) 7.01 9.61 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 (％) － 33.3 32.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 455,304 － △1,454,947

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 39,641 － △580,905

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 138,714 － 315,055

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(千円) － 4,567,675 3,919,303

従業員数 (人) － 1,344 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２四半期連結累計（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、平成20年８

月１日に新株予約権付社債を償還したことにより潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四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２四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９月30日現在

従業員数（人） 1,344  

　（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９月30日現在

従業員数（人） 1,093  

　（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

商事部門　（千円） 125,677

ＩＴ部門　（千円） 1,970,721

製造部門　（千円） 2,027,982

合計　（千円） 4,124,381

　（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２四半期連結会計期間

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 163,616 125,437

ＩＴ部門 1,882,597 1,203,556

製造部門 2,101,907 1,326,286

合計 4,148,121 2,655,280

　（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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

商事部門　（千円） 16,931,098

ＩＴ部門　（千円） 2,348,083

製造部門　（千円） 2,160,520

計　（千円） 21,439,701

消去又は全社　（千円） △26,708

合計　（千円） 21,412,992

　（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。

EDINET提出書類

協栄産業株式会社(E01619)

四半期報告書

 4/26



２【経営上の重要な契約等】

　当第２四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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発する国際的な金融市場の混乱の影響と資源価格

の高騰などが続いたことにより、景気は減速感が強まってまいりました。

　エレクトロニクス業界では、デジタル家電など国際的な需要拡大に牽引されましたが、製品間の競争激化により、

半導体、電子部品に対する価格圧力は益々強まっております。情報サービス業界においても企業の情報関連など需

要は底堅く推移いたしましたが、新規投資の先送りや減少など抑制傾向も現れつつあり、事業環境は厳しさを増し

ています。

　このような情勢の下で、平成22年３月期を最終年度とする３カ年中期経営計画を推進し、当社グループが持つそれ

ぞれの機能の融合と、グループ間及び部門間相互の連携により、積極的な営業活動を展開いたしました。海外取引の

推進、FA-ITソリューションの強化やＩＴ部門の事業基盤拡大による新分野への進出を促進するとともに、事務の効

率化など経営全般の合理化に努めました。製造部門では、品質向上・生産性向上・コストダウンとともに、高付加価

値品の受注拡大に注力いたしました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は214億１千２百万円となり、営業利益は６億３千３百万円、経常

利益は５億７千２百万円、四半期純利益は２億９千９百万円という成績になりました。

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。

（商事部門）

①半導体事業

　半導体事業では、主要顧客の技術部門に対するオンサイト・サポート（密着支援）体制の充実化とともに、海外

子会社と連携をとりながら、アジア地区の日系企業に対するデザインイン活動の強化に努めております。

　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、自動車関連向けが順調に推

移いたしました。高機能品への需要の高まりによる白物家電向けも堅調となりましたが、電源、産業機器用向けは

低調に推移いたしました。また、パワーデバイスは国内用エアコンが堅調に推移いたしましたが、エレベータ並び

に産業機器向けが低調となりました。レーザーダイオードはパソコン用DVDレコーダ向けが伸び悩み、アミュー

ズメント向け液晶も低調に推移いたしました。

②電子デバイス事業

　電子デバイス事業は、監視用並びに工業用液晶モニタ及び携帯型音楽プレイヤー向け希土類マグネットが堅調

に推移いたしました。EMS事業のデジタルカメラ等電池保護モジュール基板が伸び悩み、その他各種産業及び民

生用向け電子部品も低調に推移いたしました。

③電子材料事業

　電子材料事業は、銅地金下落の影響がある中で、コネクター市場向け高機能材は堅調に推移いたしましたが、一

般材料は低調となりました。一方半導体リードフレームなどの金属材料は堅調に推移いたしました。

④FAシステム事業

　FAシステム事業は、放電加工機が順調に推移いたしましたが、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に推移いたしました。また、ハードディスク製造装置、液晶製造装置向けサーボ、

シーケンサなどのFAシステム機器も低調となりました。

⑤その他

　北海道と西日本地区を拠点とする協栄マリンテクノロジ株式会社が行う救命いかだの整備サービス事業は、順

調に推移いたしました。

　この結果、商事部門の売上高は169億３千１百万円、営業利益は６億３千４百万円となりました。

（ＩＴ部門）

①ビジネスソリューション事業

　ビジネスソリューション事業は、新規投資の先送りや減少など抑制傾向もあり、事業環境の厳しさが増している

中で、ビジネスシステム関係は、金融系業務関連が順調に推移いたしました。電力系業務関連も好調となりました

が、ソリューション関係が建設業向け積算・見積業務パッケージソフト並びに流通業及び運輸業、製造業向けシ

ステムなどが低迷いたしましたので、全体としては低調に推移いたしました。

②エンベデッドシステム事業
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　エンベデッドシステム事業は、社内関連部門との連携並びに技術力強化による新規顧客・新規事業の開拓に注

力いたしました。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

テムが伸長いたしましたが、専用装置システムは伸び悩みました。カーナビ関連は順調でしたが、 携帯電話及び

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。

③IC設計事業

　IC設計事業では、当社が得意とするアナログ技術の重要性が高まっており、進化するデジタルLSIの分野でも高

度なアナログ技術が必須となっております。

　CMOSアナログ、マイコン技術など専門技術力の更なる強化を進めるとともにアナログ技術の強みをベースとし

て、特に新規開発分野での受注の拡大に注力、全体として順調に推移いたしました。

　この結果、ＩＴ部門の売上高は23億４千８百万円、営業利益は４億８千１百万円となりました。

（製造部門）

プリント配線板事業

　プリント配線板事業は、高密度化が進むとともに価格競争が激化し、同時に納期短縮や環境対応への要求も高

まっております。福島協栄株式会社との連携を深めながらこれらに対応するとともに、高付加価値品の受注拡大

に努めてまいりました。

　受注面では、デジタル機器用ビルドアップ基板が伸長し、携帯電話用モジュール基板、ビルドアップ基板の超短

納期試作品は堅調に推移いたしました。車載向けなど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。全体として受注は改善いたしましたが、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。

　この結果、製造部門の売上高は21億６千万円、営業損失は１億２千３百万円となりました。

(2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて１億６千６百万円増加し、419億６

千４百万円となりました。

・流動資産は、現金及び預金の増加12億６千１百万円等により、７億４千７百万円増加し、348億６千３百万円とな

りました。

・固定資産は、投資有価証券の減少７億２千３百万円等により、５億８千万円減少し、71億１百万円となりました。

・流動負債は、支払手形及び買掛金の減少11億６千５百万円等により、10億２千万円減少し、212億３千７百万円と

なりました。

・固定負債は、長期借入金の借入れ等により、13億４千９百万円増加し、67億６千９百万円となりました。

　　この結果、純資産は１億６千２百万円減少し、139億５千７百万円となり、自己資本比率は第１四半期連結会計期間

末の33.8％から0.5ポイント減少し33.3％となりました。

(3）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（以下「資金」という）は、第１四半期連結会計期間

末に比べ13億６千１百万円増加し、45億６千７百万円となりました。

　当第２四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す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、増加した資金は７億１百万円となりました。これは主として次の要因によるものです。

資金増加要因：税金等調整前四半期純利益　５億５千４百万円

　減価償却費　　　　　　　　１億７千３百万円

　賞与引当金の増加　　　　　４億１千９百万円

　売上債権の減少　　　　　　３億６千３百万円

　未収消費税等の増加　　　　２億２千１百万円

資金減少要因：仕入債務の減少　　　　　  11億６千９百万円

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、増加した資金は５千万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は６億６百万円となりました。これは主として社債の償還による支出11億１千

４百万円、長期借入れによる収入20億等によるものです。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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。
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(5）研究開発活動

　当第２四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、21,321千円であります。

　なお、当第２四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２四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２四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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月11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 － －

（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】

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７月１日～

平成20年９月30日
－ 31,935,458 － 3,161,819 － 3,065,210
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３ 5,589 17.50

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 1,432 4.49

協栄産業従業員持株会 東京都渋谷区松濤２－20－４ 1,053 3.30

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 990 3.10

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海１－８－11 730 2.28

水　谷　隆　司 東京都世田谷区 696 2.18

株式会社横浜銀行
神奈川県横浜市西区みなとみらい
３－１－１

633 1.98

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 577 1.81

新　家　富美子 東京都中野区 403 1.26

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 376 1.18

計 － 12,481 39.08

　（注）１．所有株式数は千株未満を切捨てて表示してあります。

２．上記のほか、自己株式が903千株あります。

３．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９月16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９月８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、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式

数の確認ができないため、平成20年９月30日現在の株主名簿に従い記載しております。なお、大量保有報告書

（変更報告書）の内容は次のとおりです。

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　1,638,000 5.13

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  　547,000 1.71

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　　218,000 0.68

計 － 株式　2,403,000 7.52
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９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）
（自己保有株式）

普通株式      903,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   30,757,000 30,757 －

単元未満株式 普通株式      275,458 － －

発行済株式総数 31,935,458 － －

総株主の議決権 － 30,757 －

（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９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（％）

協栄産業株式会社
東京都渋谷区松濤

２－20－４
903,000 － 903,000 2.83

計 － 903,000 － 903,000 2.83

　

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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 310 330 338 343 308 290

最低（円） 279 290 299 296 284 215

　（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、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,387,675 4,839,303

受取手形及び売掛金 20,294,724 22,921,812

商品及び製品 7,221,579 6,520,365

仕掛品 959,003 753,242

原材料及び貯蔵品 166,969 171,151

繰延税金資産 374,136 347,553

その他 543,418 898,365

貸倒引当金 △84,369 △99,970

流動資産合計 34,863,138 36,351,822

固定資産

有形固定資産 ※
 3,470,656

※
 2,792,753

無形固定資産 289,986 265,922

投資その他の資産

投資有価証券 2,233,251 2,627,456

繰延税金資産 175,927 56,719

その他 1,287,890 1,259,764

貸倒引当金 △356,151 △354,344

投資その他の資産合計 3,340,919 3,589,595

固定資産合計 7,101,561 6,648,271

資産合計 41,964,700 43,000,093

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,728,537 17,434,847

短期借入金 2,817,876 2,772,129

1年内返済予定の長期借入金 970,000 670,000

1年内償還予定の社債 － 1,114,000

未払法人税等 272,295 252,161

賞与引当金 575,302 550,616

その他 1,873,855 1,005,876

流動負債合計 21,237,867 23,799,631

固定負債

長期借入金 5,520,000 4,180,000

繰延税金負債 426 412

退職給付引当金 556,164 531,282

役員退職慰労引当金 183,917 174,671

その他 508,990 187,432

固定負債合計 6,769,499 5,073,798

負債合計 28,007,366 28,873,430
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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 3,121,247 3,121,561

利益剰余金 7,737,191 7,674,833

自己株式 △307,288 △264,649

株主資本合計 13,712,969 13,693,564

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 344,264 576,559

為替換算調整勘定 △99,900 △143,461

評価・換算差額等合計 244,364 433,098

純資産合計 13,957,333 14,126,662

負債純資産合計 41,964,700 43,000,093
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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：千円）

当第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)

売上高 41,710,036

売上原価 37,323,486

売上総利益 4,386,549

販売費及び一般管理費 ※
 3,856,678

営業利益 529,870

営業外収益

受取利息 5,642

受取配当金 29,289

為替差益 16,774

その他 44,264

営業外収益合計 95,972

営業外費用

支払利息 85,766

債権売却損 40,890

その他 16,825

営業外費用合計 143,481

経常利益 482,361

特別利益

固定資産売却益 3,068

貸倒引当金戻入額 15,397

特別利益合計 18,466

特別損失

固定資産除却損 13,712

投資有価証券評価損 7,509

貸倒引当金繰入額 1,602

特別損失合計 22,823

税金等調整前四半期純利益 478,004

法人税、住民税及び事業税 246,038

法人税等調整額 13,642

法人税等合計 259,680

四半期純利益 218,323
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 21,412,992

売上原価 18,871,647

売上総利益 2,541,345

販売費及び一般管理費 ※
 1,907,455

営業利益 633,890

営業外収益

受取利息 3,450

受取配当金 3,708

その他 29,935

営業外収益合計 37,094

営業外費用

支払利息 46,548

為替差損 23,254

債権売却損 20,175

その他 8,407

営業外費用合計 98,385

経常利益 572,599

特別利益

固定資産売却益 3,068

貸倒引当金戻入額 956

特別利益合計 4,025

特別損失

固定資産除却損 13,491

投資有価証券評価損 7,509

貸倒引当金繰入額 1,602

特別損失合計 22,603

税金等調整前四半期純利益 554,021

法人税、住民税及び事業税 228,580

法人税等調整額 26,093

法人税等合計 254,674

四半期純利益 299,346
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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)

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 478,004

減価償却費 342,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,795

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,395

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,882

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,246

受取利息及び受取配当金 △34,932

支払利息 85,766

投資有価証券評価損益（△は益） 7,509

固定資産除却損 13,712

有形固定資産売却損益（△は益） △3,068

売上債権の増減額（△は増加） 2,688,092

たな卸資産の増減額（△は増加） △871,737

仕入債務の増減額（△は減少） △2,764,190

未収消費税等の増減額（△は増加） 75,460

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,102

その他 661,563

小計 732,082

利息及び配当金の受取額 34,877

利息の支払額 △85,769

法人税等の支払額 △225,885

営業活動によるキャッシュ・フロー 455,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △5,182

有形固定資産の売却による収入 3,068

有形固定資産の取得による支出 △9,090

無形固定資産の取得による支出 △49,154

投資活動によるキャッシュ・フロー 39,641

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 2,246,087

短期借入金の返済による支出 △2,205,135

長期借入れによる収入 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △360,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △229,318

自己株式の売却による収入 1,228

自己株式の取得による支出 △44,181

社債の償還による支出 △1,114,000

配当金の支払額 △155,966

財務活動によるキャッシュ・フロー 138,714

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 648,372

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 ※
 4,567,675
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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）

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、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、第２四半期連結累計期間の売上総利益、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6,077千円

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

　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、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766,061千円計上され

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）

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２四半期連結会計期間末
（平成20年９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、8,785,244千円であ

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）

※　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 1,476,053千円

賞与 162,874 

賞与引当金繰入額 319,339 

退職給付費用 69,492 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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 720,927千円

賞与引当金繰入額 232,521 

退職給付費用 43,810 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第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）

※　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９月30日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 5,387,675

預入期間が３か月を超える定期預金 △820,000

現金及び現金同等物 4,567,675

（株主資本等関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第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）

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 903千株

　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

(1）配当金支払額

（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

(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（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10月29日
取締役会

普通株式 124,128 4  平成20年９月30日  平成20年12月２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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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 16,928,757 2,328,835 2,155,400 21,412,992 － 21,412,992

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,340 19,247 5,119 26,708 (26,708) －

計 16,931,098 2,348,083 2,160,520 21,439,701 (26,708) 21,412,992

営業利益又は営業損失（△） 634,529 481,063 △123,136 992,456 (358,566) 633,890

　　　　　当第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）

 
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 34,183,933 3,568,499 3,957,603 41,710,036 － 41,710,036

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
6,459 39,026 5,639 51,125 (51,125) －

計 34,190,392 3,607,525 3,963,242 41,761,161 (51,125) 41,710,036

営業利益又は営業損失（△） 1,029,649 452,928 △238,409 1,244,168 (714,297) 529,870

（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、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２四半

期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、商事部門でそれぞれ

6,077千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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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 18,399,104 3,013,888 21,412,992 － 21,412,992

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
337,416 31,297 368,714 (368,714) －

計 18,736,521 3,045,186 21,781,707 (368,714) 21,412,992

営業利益 904,934 86,292 991,227 (357,337) 633,890

　　　　　当第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）

 
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 36,051,637 5,658,398 41,710,036 － 41,710,036

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
624,891 55,501 680,393 (680,393) －

計 36,676,529 5,713,900 42,390,429 (680,393) 41,710,036

営業利益 1,085,330 158,292 1,243,622 (713,751) 529,870

（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、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２四半

期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、日本でそれぞれ6,077千

円減少しております。

EDINET提出書類

協栄産業株式会社(E01619)

四半期報告書

22/26



【海外売上高】

　　　　　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,836,088 70,368 4,906,456

Ⅱ　連結売上高（千円）   21,412,992

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
22.6 0.3 22.9

　　　　　当第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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 9,154,783 76,840 9,231,624

Ⅱ　連結売上高（千円）   41,710,036

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
21.9 0.2 22.1

（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２四半期連結会計期間末（平成20年９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 1,614,662 2,195,210 580,547

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,614,662 2,195,210 580,547

（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２四半期連結会計期間末
（平成20年９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 449.77 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２四半期連結会計期間末
（平成20年９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） 13,957,333 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）

13,957,333 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）

31,032 31,193

２．１株当たり四半期純利益金額

当第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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 7.01 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。

１株当たり四半期純利益金額 9.61 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。

　（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。

　
当第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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（千円） 218,323 299,346

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利益（千円） 218,323 299,346

期中平均株式数（千株） 31,154 31,116

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

２【その他】

　平成20年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………124,128千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………４円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年12月２日

　（注）　平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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11月10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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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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