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2023年3月期
業績予想

 新型コロナウイルス、ウクライナ情勢、為替変動など先行き予断を許さず、1Qにお
ける上振れのみ勘案して上方修正。2Q以降の見通しは期初予想を変えず。

2023年3月期
第1四半期実績

 売上高は、前期比433億円 (40.9％) 増収の1,493億円。主力の電子部品
事業が牽引。自動車や産業機器関連を中心に広範な分野で販売が伸びる。

 営業利益は、前期比53億円 (120.6％) 増益の98億円。売上伸長および
販売ミックスに伴う売上総利益率の向上により売上総利益が大幅増加。

 売上高から経常利益まで、すべての項目で1Qとして過去最高。
 社内計画に対して、売上高は約270億円、営業利益は約46億円上振れ。

為替の影響

 米国ドルを中心に主要通貨は総じて前期比、計画前提比ともに円安で推移。
在外グループ会社のP/Lの円換算に伴う為替影響額は以下のとおり。

売上高 営業利益 当期純利益

前回予想 5,100億円 212億円 145億円

今回予想 5,400億円 240億円 160億円

売上高 営業利益

前期比 約94億円 約4億円

計画比 約56億円 約3億円



105,949 149,302 40.9% 510,000 29.3%

13,550 12.8% 19,838 13.3% 46.4% ― ー ー

9,098 8.6% 10,018 6.7% 10.1% ― ー ー

4,452 4.2% 9,820 6.6% 120.6% 21,200 4.2% 46.3%

4,566 4.3% 9,858 6.6% 115.9% 21,200 4.2% 46.5%

2,872 2.7% 6,984 4.7% 143.2% 14,500 2.8% 48.2%

104.55 ー 266.10 ー ー 552.42 ー ー

為替レート 円／US$ 109.49 ー 129.57 ー ー 116.00 ー ー

2022/3期
1Q実績

売上高

売上総利益

販管費及び一般管理費

営業利益

業績予想 進捗率
（2022年5月12日公表）

2023/3期
1Q実績 前年比

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益
EPS
(1株当たり当期純利益、円)

2023年3月期第1四半期 業績ハイライト
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（単位：百万円）

注：「 ×.×％ 」は利益率を表します。


業績ハイライト

												2017/3期		2018/3期

												Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				売上総利益								15,172		16,218		1,046		7%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				営業利益								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				経常利益								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン						※売上高への影響額（億円） ウリアゲ ダカ エイキョウガク オクエン

										USD		105.29		111.06				7.0

										THB		3.01		3.28				7.8

										RMB		17.07		16.39				▲ 2.8

										HKD		13.58		14.24				3.9







												2017/Mar		2018/Mar

												2Q		2Q		YoY

				Net sales								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				Gross profit 								15,172		16,218		1,046		7%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.9%

				SG&A								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				Operating income								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				Ordinary income								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)						Impact on Net sales（Million Yen）

										USD		105.29		111.06				699

										THB		3.01		3.28				781

										RMB		17.07		16.39				▲ 280

										HKD		13.58		14.24				391















業績ハイライト改

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												Q2実績 ジッセキ		Q2予想 ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				売上高								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価

				売上総利益								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				営業利益								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益

						営業外費用

				経常利益								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ

				税金等調整前当期純利益

						法人税及び住民税

						法人税等調整額

						少数株主利益

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								為替レート（円） カワセ エン

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24







												2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result		2Q Forecast		2Q result		YoY		vs Forecast

				Net sales								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価												0

				Gross profit 								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.7%		13.9%

				SG&A								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				Operating income								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								Exchange rate (Yen)

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24















業績事業部門別

								2017/3期		2018/3期								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						セグメント利益 リエキ		2,366		2,893		527		22%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						セグメント利益 リエキ		539		1,116		577		107%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						セグメント利益 リエキ		307		111		▲ 196		-64%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						セグメント利益 リエキ		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		116,582		6,923		6%

						セグメント利益 リエキ		3,212		4,394		1,182		37%



								2017/Mar		2018/Mar								Main points

								2Q		2Q		YoY

				Electronic
components		Net sales		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						Segment income		2,366		2,893		527		22%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						Segment income		539		1,116		577		107%

				Software		Net sales		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						Segment income		307		111		▲ 196		-64%

				Others		Net sales		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						Segment income		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				Total		Net sales		109,659		116,582		6,923		6%

						Segment income		3,212		4,394		1,182		37%







業績事業部門別改

												2022/3期
1Q実績 キ ジッセキ				2023/3期
1Q実績 キ ジッセキ				前年比 ゼンネンヒ		2023/3期				進捗率 シンチョクリツ

																						業績予想 ギョウセキ

																						（2022年5月12日公表）

								売上高 ウリアゲダカ				105,949				149,302				40.9%		510,000				29.3%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				13,550		12.8%		19,838		13.3%		46.4%		―		ー		ー

								販管費及び一般管理費 ハンカンヒ オヨ イッパンカンリヒ				9,098		8.6%		10,018		6.7%		10.1%		―		ー		ー

								営業利益 エイギョウ リエキ				4,452		4.2%		9,820		6.6%		120.6%		21,200		4.2%		46.3%

								経常利益 ケイジョウ リエキ				4,566		4.3%		9,858		6.6%		115.9%		21,200		4.2%		46.5%

								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキジュンリエキ				2,872		2.7%		6,984		4.7%		143.2%		14,500		2.8%		48.2%

								EPS
(1株当たり当期純利益、円) カブ ア トウキ ジュンリエキ エン				104.55		ー		266.10		ー		ー		552.42		ー		ー

								為替レート カワセ		円／US$ エン		109.49		ー		129.57		ー		ー		116.00		ー		ー



												2017/Mar				2018/Mar		2018/Mar				2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result				2Q Forecast		2Q result				2Q Forecast		2Q result

								Electronic
components		Net sales		82,784				81,000		85,918				81,000		85,918

										Segment income		2,366				2,150		2,893				2,150		2,893

								Information
Equipment		Net sales		20,524				20,500		23,446				20,500		23,446

										Segment income		539				550		1,116				550		1,116

								Software		Net sales		1,442				1,100		1,142				1,100		1,142

										Segment income		307				120		111				120		111

								Others		Net sales		4,909				4,400		6,075				4,400		6,075

										Segment income		-57				-120		198				-120		198

								Total		Net sales		109,659				107,000		116,582				107,000		116,582

										Segment income		3,212				2,700		4,394				2,700		4,394







地域別売上高

						2017/3期  Q2 　　　　  キ				2018/3期  Q2 キ

								（構成比） コウセイヒ				（構成比） コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%



						2017/Mar　　　　 		Composition		2018/Mar		Composition

						2Q		ratio		2Q		ratio		YoY

				Japan		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				North america		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				Europe		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				East asia		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				Total		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%







地域別売上高改

						2017/3期   　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		Q2 予想  ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%



						2017/Mar　　　　 				2018/Mar　　　　 				2018/Mar

						2Q Result		Composition		2Q Forecast		Composition		2Q Result		Composition		YoY		vs Forecast

				Japan		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				North america		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				Europe		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				East asia		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				Total		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%







BS（資産の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動資産 リュウドウシサン						103,684		104,238		554

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				26,423		30,393		3,970

						受取手形・売掛金 ウケトリテガタ ウリカケキン				52,008		50,024		▲ 1,984

						棚卸資産 タナオロシ シサン				19,324		19,135		▲ 189

						その他 タ				5,929		4,686		▲ 1,243







				固定資産 コテイシサン						22,067		22,966		899

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン				11,745		11,999		254

						無形固定資産 ムケイコテイシサン				841		754		▲ 87

						投資等 トウシ トウ				9,479		10,211		732









				資産合計 シサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current assets						103,684		104,238		554

						Cash and deposits				26,423		30,393		3,970

						Notes and AR -trade				52,008		50,024		-1,984

						Inventories				19,324		19,135		-189

						Others				5,929		4,686		-1,243







				Non-current assets						22,067		22,966		899

						Property, plant and equipment				11,745		11,999		254

						Intangible assets				841		754		-87

						Investment and other assets				9,479		10,211		732











				Total assets						125,751		127,204		1,453







BS（負債の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動負債 リュウドウ フサイ						50,242		48,972		▲ 1,270

						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン				37,553		35,512		▲ 2,041

						短期借入金 タンキ カリイレ キン				4,883		5,455		572

						その他 タ				7,806		8,005		199

				固定負債 コテイ フサイ						9,576		9,224		▲ 352

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン				4,603		3,804		▲ 799

						その他 タ				4,973		5,420		447

				負債合計 フサイ ゴウケイ						59,819		58,197		▲ 1,622

				株主資本 カブヌシ シホン						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		資本金　　　　 シホンキン				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン				13,912		13,853		▲ 59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン				40,476		43,032		2,556

						自己株式 ジコ カブシキ				▲ 2,040		▲ 2,041		▲ 1

				その他の包括利益累計額合計 タ ホウカツ リ エキ ルイケイ ガク ゴウケイ						1,391		1,958		567

				非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン						59		71		12

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						65,932		69,006		3,074

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current liabilities						50,242		48,972		-1,270

						Notes and AP -trade				37,553		35,512		-2,041

						Short-term loeans payable				4,883		5,455		572

						Others				7,806		8,005		199

				Non-current liabilities						9,576		9,224		-352

						Long-term loans payable				4,603		3,804		-799

						Others				4,973		5,420		447

				Total liabilities						59,819		58,197		-1,622

				Shareholders' equity						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		Capital stock				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		Capital surplus				13,912		13,853		-59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		Retained earnings				40,476		43,032		2,556

						Treasury shares				-2,040		-2,041		-1

				Total accumulated other 
comprehensive income 						1,391		1,958		567

				Non-controling interests						59		71		12

				Total net assets						65,932		69,006		3,074

				Total liabilities 
and net assets						125,751		127,204		1,453







キャッシュフロー

						2017/3期 
Q2 キ		2018/3期 
Q2 キ		前年比 ゼンネン

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ		7,723		5,875		▲ 1,848

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ		▲ 246		▲ 1,345		▲ 1,099

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ		▲ 2,253		▲ 1,265		988

				現金等の四半期末残高 ゲンキン トウ シ キマツ ザンダカ		25,683		29,387		3,704



						2017/Mar 
2Q		2018/Mar 
2Q		YoY

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875		-1,848

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345		-1,099

				Cash flows from financing activities		-2,253		-1,265		988

				Cash and cash equivalents 
at the end of the period		25,683		29,387		3,704







業績予想

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				売上高								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				売上総利益								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.7%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				営業利益								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				経常利益								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン								（下期） シモキ

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00





												2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Net sales								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				Gross profit 								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						Gross Profit Margin（％）						13.7%		13.7%		13.9%

				SG&A								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				Operating income								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)								for 2nd Half

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00







業績修正前提

								2017/3期		2018/3期		2018/3期						オーガニック				下期より シモキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				56				40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15				10				5

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2				2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17				12				5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/3期		2018/3期		2018/3期						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				リスク				前倒し マエダオ

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				▲ 36				▲ 40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8				▲ 3				▲ 5

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4				▲ 4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12				▲ 7				▲ 5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						オーガニック				下期より シモキ

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		difference				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6				5.6				4.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5				1.0				0.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2				0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7				1.2				0.5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		difference				リスク				前倒し マエダオ

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6				-36.0				-40.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8				-3.0				-5.0

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4				-4.0

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2				-7.0				-5.0

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2







業績修正前提改

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				・EMSビジネス、情報機器事業の販売好調。
・下期計画から上期へ一部  前倒し。 ジョウホウ キキ ジギョウ ハンバイ コウチョウ シモキ ケイカク カミキ イチブ マエダオ

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17





								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				・遊技機器関連の法改正に  伴う需要減少。
・経費発生の期ズレ等。 ユウギ キキ カンレン ホウカイセイ トモナ ジュヨウ ゲンショウ ケイヒ ハッセイ キ ナド

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		Difference				Major factors

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		Difference				Major factors

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2







配当・ROE予想

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

								実績 ジッセキ		期初予想 キ ショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ





				1株当たり当期純利益 リエキ				249.43		200.47		229.63		▲ 19.80		29.16

				1株当たり年間配当 ハイトウ				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						普通配当 フツウ ハイトウ		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						特別配当 トクベツ ハイトウ		20.00		-		5.00		▲ 15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp





								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)





				EPS				249.43		200.47		229.63		-19.80		29.16

				Dividends per share				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						Ordinary dividends		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						Extraordinary dividends		20.00		-		5.00		-15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp







事業部門別予想

								2017/3期 キ		2018/3期 キ		2018/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		171,227		175,000		176,000		3%		1%

						セグメント利益 リエキ		4,917		5,350		5,200		6%		-3%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		42,547		42,000		42,500		-0%		1%

						セグメント利益 リエキ		1,491		1,400		1,900		27%		36%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		3,159		3,000		2,500		-21%		-17%

						セグメント利益 リエキ		528		450		100		-81%		-78%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		10,274		10,000		11,000		7%		10%

						セグメント利益 リエキ		▲ 212		▲ 200		300		-242%		-250%

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		227,209		230,000		232,000		2%		1%

						営業利益 エイギョウ リエキ		6,879		7,000		7,500		9%		7%



								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Electronic
components		Net sales		171,227		175,000				-100%		-100%

						Segment income		4,917		5,350				-100%		-100%

				Information
Equipment		Net sales		42,547		42,000				-100%		-100%

						Segment income		1,491		1,400				-100%		-100%

				Software		Net sales		3,159		3,000				-100%		-100%

						Segment income		528		450				-100%		-100%

				Others		Net sales		10,274		10,000				-100%		-100%

						Segment income		-212		-200				-100%		-100%

				Total		Net sales		227,209		230,000				-100%		-100%

						Segment income		6,879		7,000				-100%		-100%







地域別売上予想

						2017/3期  　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		期初予想 キショ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		今回予想 コンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネン ヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				北米 ホクベイ		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				欧州 オウシュウ		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				東アジア ヒガシ		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				合計 ゴウケイケイ		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%





						2017/Mar　　　　 				2018/Mar   　　　　 				2018/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast
(current)		Composition		YoY		vs Forecast
(previous)

				Japan		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				North america		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				Europe		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				East asia		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				Total		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%







業績ハイライト（予想比）

										2018/3期		2018/3期

										Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高						107,000		116,582		9,582		9%

						売上原価								0

				売上総利益						14,700		16,218		1,518		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ				13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費						12,000		11,824		▲ 176		-1%

				営業利益						2,700		4,394		1,694		63%

						営業外収益								0

						営業外費用								0

				経常利益						3,000		4,703		1,703		57%

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ						2,200		3,516		1,316		60%

				ROE（%)						7.6		7.8		0.2







事業部門別（計画比）

								2018/3期 キ		2018/3期 キ								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		81,000		85,918		4,918		6%				国内外の主要顧客の生産調整や遊技機器向けビジネスの低迷および ユウギ

						セグメント利益 リエキ		2,150		2,893		743		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,500		23,446		2,946		14%				パソコンやその他コンシューマ向け商品の取

						セグメント利益 リエキ		550		1,116		566		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,100		1,142		42		4%				アニメーションのCG制作やソフト開発などに注力。

						セグメント利益 リエキ		120		111		▲ 9		-8%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,400		6,075		1,675		38%				アミューズメント業界向けゲーム機器事業やゴルフ用品販売事業が消費の落。

						セグメント利益 リエキ		▲ 120		198		318		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		107,000		116,582		9,582		9%

						セグメント利益 リエキ		2,700		4,394		1,694		63%









売上高 90,624 133,477 47.3% 447,000 29.9%

セグメント利益 3,699 4.1% 9,018 6.8% 143.7% 18,500 4.1% 48.7%

売上高 10,636 11,147 4.8% 39,000 28.6%

セグメント利益 568 5.3% 564 5.1% ▲0.6% 2,000 5.1% 28.2%

売上高 568 498 ▲12.3% 4,000 12.5%

セグメント利益 ▲67 ▲11.8% ▲33 ▲6.7% ー 100 2.5% ー

売上高 4,120 4,178 1.4% 20,000 20.9%

セグメント利益 217 5.3% 249 6.0% 14.7% 600 3.0% 41.5%

売上高 105,949 149,302 40.9% 510,000 29.3%

セグメント利益 4,452 4.2% 9,820 6.6% 120.6% 21,200 4.2% 46.3%

2022/3期
1Q実績

電子部品

情報機器

ソフトウェア

その他

合計

2023/3期
業績予想 進捗率

（2022年5月12日公表）

2023/3期
1Q実績 前年比

2023年3月期第1四半期 セグメント別業績

3

注：セグメント利益については、各事業部門では調整前の数値を記載し、合計は調整後の数値（営業利益）を記載しております。
「 ×.×％ 」は利益率を表します。

（単位：百万円）


業績ハイライト

												2017/3期		2018/3期

												Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				売上総利益								15,172		16,218		1,046		7%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				営業利益								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				経常利益								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン						※売上高への影響額（億円） ウリアゲ ダカ エイキョウガク オクエン

										USD		105.29		111.06				7.0

										THB		3.01		3.28				7.8

										RMB		17.07		16.39				▲ 2.8

										HKD		13.58		14.24				3.9







												2017/Mar		2018/Mar

												2Q		2Q		YoY

				Net sales								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				Gross profit 								15,172		16,218		1,046		7%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.9%

				SG&A								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				Operating income								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				Ordinary income								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)						Impact on Net sales（Million Yen）

										USD		105.29		111.06				699

										THB		3.01		3.28				781

										RMB		17.07		16.39				▲ 280

										HKD		13.58		14.24				391















業績ハイライト改

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												Q2実績 ジッセキ		Q2予想 ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				売上高								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価

				売上総利益								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				営業利益								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益

						営業外費用

				経常利益								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ

				税金等調整前当期純利益

						法人税及び住民税

						法人税等調整額

						少数株主利益

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								為替レート（円） カワセ エン

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24







												2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result		2Q Forecast		2Q result		YoY		vs Forecast

				Net sales								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価												0

				Gross profit 								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.7%		13.9%

				SG&A								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				Operating income								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								Exchange rate (Yen)

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24















業績事業部門別

								2017/3期		2018/3期								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						セグメント利益 リエキ		2,366		2,893		527		22%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						セグメント利益 リエキ		539		1,116		577		107%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						セグメント利益 リエキ		307		111		▲ 196		-64%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						セグメント利益 リエキ		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		116,582		6,923		6%

						セグメント利益 リエキ		3,212		4,394		1,182		37%



								2017/Mar		2018/Mar								Main points

								2Q		2Q		YoY

				Electronic
components		Net sales		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						Segment income		2,366		2,893		527		22%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						Segment income		539		1,116		577		107%

				Software		Net sales		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						Segment income		307		111		▲ 196		-64%

				Others		Net sales		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						Segment income		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				Total		Net sales		109,659		116,582		6,923		6%

						Segment income		3,212		4,394		1,182		37%







業績事業部門別改

												2022/3期
1Q実績 キ ジッセキ				2023/3期
1Q実績 キ ジッセキ				前年比 ゼンネンヒ		2023/3期				進捗率 シンチョクリツ

																						業績予想 ギョウセキ

																						（2022年5月12日公表）

								電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		90,624				133,477				47.3%		447,000				29.9%

										セグメント利益 リエキ		3,699		4.1%		9,018		6.8%		143.7%		18,500		4.1%		48.7%

								情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		10,636				11,147				4.8%		39,000				28.6%

										セグメント利益 リエキ		568		5.3%		564		5.1%		▲0.6%		2,000		5.1%		28.2%

								ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		568				498				▲12.3%		4,000				12.5%

										セグメント利益 リエキ		▲67		▲11.8%		▲33		▲6.7%		ー		100		2.5%		ー

								その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,120				4,178				1.4%		20,000				20.9%

										セグメント利益 リエキ		217		5.3%		249		6.0%		14.7%		600		3.0%		41.5%

								合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		105,949				149,302				40.9%		510,000				29.3%

										セグメント利益 リエキ		4,452		4.2%		9,820		6.6%		120.6%		21,200		4.2%		46.3%



												2017/Mar				2018/Mar		2018/Mar				2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result				2Q Forecast		2Q result				2Q Forecast		2Q result

								Electronic
components		Net sales		82,784				81,000		85,918				81,000		85,918

										Segment income		2,366				2,150		2,893				2,150		2,893

								Information
Equipment		Net sales		20,524				20,500		23,446				20,500		23,446

										Segment income		539				550		1,116				550		1,116

								Software		Net sales		1,442				1,100		1,142				1,100		1,142

										Segment income		307				120		111				120		111

								Others		Net sales		4,909				4,400		6,075				4,400		6,075

										Segment income		-57				-120		198				-120		198

								Total		Net sales		109,659				107,000		116,582				107,000		116,582

										Segment income		3,212				2,700		4,394				2,700		4,394







地域別売上高

						2017/3期  Q2 　　　　  キ				2018/3期  Q2 キ

								（構成比） コウセイヒ				（構成比） コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%



						2017/Mar　　　　 		Composition		2018/Mar		Composition

						2Q		ratio		2Q		ratio		YoY

				Japan		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				North america		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				Europe		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				East asia		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				Total		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%







地域別売上高改

						2017/3期   　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		Q2 予想  ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%



						2017/Mar　　　　 				2018/Mar　　　　 				2018/Mar

						2Q Result		Composition		2Q Forecast		Composition		2Q Result		Composition		YoY		vs Forecast

				Japan		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				North america		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				Europe		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				East asia		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				Total		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%







BS（資産の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動資産 リュウドウシサン						103,684		104,238		554

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				26,423		30,393		3,970

						受取手形・売掛金 ウケトリテガタ ウリカケキン				52,008		50,024		▲ 1,984

						棚卸資産 タナオロシ シサン				19,324		19,135		▲ 189

						その他 タ				5,929		4,686		▲ 1,243







				固定資産 コテイシサン						22,067		22,966		899

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン				11,745		11,999		254

						無形固定資産 ムケイコテイシサン				841		754		▲ 87

						投資等 トウシ トウ				9,479		10,211		732









				資産合計 シサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current assets						103,684		104,238		554

						Cash and deposits				26,423		30,393		3,970

						Notes and AR -trade				52,008		50,024		-1,984

						Inventories				19,324		19,135		-189

						Others				5,929		4,686		-1,243







				Non-current assets						22,067		22,966		899

						Property, plant and equipment				11,745		11,999		254

						Intangible assets				841		754		-87

						Investment and other assets				9,479		10,211		732











				Total assets						125,751		127,204		1,453







BS（負債の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動負債 リュウドウ フサイ						50,242		48,972		▲ 1,270

						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン				37,553		35,512		▲ 2,041

						短期借入金 タンキ カリイレ キン				4,883		5,455		572

						その他 タ				7,806		8,005		199

				固定負債 コテイ フサイ						9,576		9,224		▲ 352

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン				4,603		3,804		▲ 799

						その他 タ				4,973		5,420		447

				負債合計 フサイ ゴウケイ						59,819		58,197		▲ 1,622

				株主資本 カブヌシ シホン						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		資本金　　　　 シホンキン				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン				13,912		13,853		▲ 59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン				40,476		43,032		2,556

						自己株式 ジコ カブシキ				▲ 2,040		▲ 2,041		▲ 1

				その他の包括利益累計額合計 タ ホウカツ リ エキ ルイケイ ガク ゴウケイ						1,391		1,958		567

				非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン						59		71		12

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						65,932		69,006		3,074

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current liabilities						50,242		48,972		-1,270

						Notes and AP -trade				37,553		35,512		-2,041

						Short-term loeans payable				4,883		5,455		572

						Others				7,806		8,005		199

				Non-current liabilities						9,576		9,224		-352

						Long-term loans payable				4,603		3,804		-799

						Others				4,973		5,420		447

				Total liabilities						59,819		58,197		-1,622

				Shareholders' equity						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		Capital stock				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		Capital surplus				13,912		13,853		-59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		Retained earnings				40,476		43,032		2,556

						Treasury shares				-2,040		-2,041		-1

				Total accumulated other 
comprehensive income 						1,391		1,958		567

				Non-controling interests						59		71		12

				Total net assets						65,932		69,006		3,074

				Total liabilities 
and net assets						125,751		127,204		1,453







キャッシュフロー

						2017/3期 
Q2 キ		2018/3期 
Q2 キ		前年比 ゼンネン

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ		7,723		5,875		▲ 1,848

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ		▲ 246		▲ 1,345		▲ 1,099

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ		▲ 2,253		▲ 1,265		988

				現金等の四半期末残高 ゲンキン トウ シ キマツ ザンダカ		25,683		29,387		3,704



						2017/Mar 
2Q		2018/Mar 
2Q		YoY

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875		-1,848

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345		-1,099

				Cash flows from financing activities		-2,253		-1,265		988

				Cash and cash equivalents 
at the end of the period		25,683		29,387		3,704







業績予想

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				売上高								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				売上総利益								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.7%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				営業利益								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				経常利益								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン								（下期） シモキ

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00





												2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Net sales								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				Gross profit 								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						Gross Profit Margin（％）						13.7%		13.7%		13.9%

				SG&A								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				Operating income								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)								for 2nd Half

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00







業績修正前提

								2017/3期		2018/3期		2018/3期						オーガニック				下期より シモキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				56				40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15				10				5

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2				2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17				12				5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/3期		2018/3期		2018/3期						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				リスク				前倒し マエダオ

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				▲ 36				▲ 40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8				▲ 3				▲ 5

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4				▲ 4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12				▲ 7				▲ 5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						オーガニック				下期より シモキ

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		difference				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6				5.6				4.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5				1.0				0.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2				0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7				1.2				0.5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		difference				リスク				前倒し マエダオ

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6				-36.0				-40.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8				-3.0				-5.0

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4				-4.0

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2				-7.0				-5.0

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2







業績修正前提改

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				・EMSビジネス、情報機器事業の販売好調。
・下期計画から上期へ一部  前倒し。 ジョウホウ キキ ジギョウ ハンバイ コウチョウ シモキ ケイカク カミキ イチブ マエダオ

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17





								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				・遊技機器関連の法改正に  伴う需要減少。
・経費発生の期ズレ等。 ユウギ キキ カンレン ホウカイセイ トモナ ジュヨウ ゲンショウ ケイヒ ハッセイ キ ナド

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		Difference				Major factors

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		Difference				Major factors

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2







配当・ROE予想

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

								実績 ジッセキ		期初予想 キ ショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ





				1株当たり当期純利益 リエキ				249.43		200.47		229.63		▲ 19.80		29.16

				1株当たり年間配当 ハイトウ				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						普通配当 フツウ ハイトウ		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						特別配当 トクベツ ハイトウ		20.00		-		5.00		▲ 15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp





								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)





				EPS				249.43		200.47		229.63		-19.80		29.16

				Dividends per share				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						Ordinary dividends		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						Extraordinary dividends		20.00		-		5.00		-15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp







事業部門別予想

								2017/3期 キ		2018/3期 キ		2018/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		171,227		175,000		176,000		3%		1%

						セグメント利益 リエキ		4,917		5,350		5,200		6%		-3%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		42,547		42,000		42,500		-0%		1%

						セグメント利益 リエキ		1,491		1,400		1,900		27%		36%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		3,159		3,000		2,500		-21%		-17%

						セグメント利益 リエキ		528		450		100		-81%		-78%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		10,274		10,000		11,000		7%		10%

						セグメント利益 リエキ		▲ 212		▲ 200		300		-242%		-250%

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		227,209		230,000		232,000		2%		1%

						営業利益 エイギョウ リエキ		6,879		7,000		7,500		9%		7%



								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Electronic
components		Net sales		171,227		175,000				-100%		-100%

						Segment income		4,917		5,350				-100%		-100%

				Information
Equipment		Net sales		42,547		42,000				-100%		-100%

						Segment income		1,491		1,400				-100%		-100%

				Software		Net sales		3,159		3,000				-100%		-100%

						Segment income		528		450				-100%		-100%

				Others		Net sales		10,274		10,000				-100%		-100%

						Segment income		-212		-200				-100%		-100%

				Total		Net sales		227,209		230,000				-100%		-100%

						Segment income		6,879		7,000				-100%		-100%







地域別売上予想

						2017/3期  　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		期初予想 キショ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		今回予想 コンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネン ヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				北米 ホクベイ		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				欧州 オウシュウ		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				東アジア ヒガシ		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				合計 ゴウケイケイ		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%





						2017/Mar　　　　 				2018/Mar   　　　　 				2018/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast
(current)		Composition		YoY		vs Forecast
(previous)

				Japan		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				North america		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				Europe		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				East asia		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				Total		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%







業績ハイライト（予想比）

										2018/3期		2018/3期

										Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高						107,000		116,582		9,582		9%

						売上原価								0

				売上総利益						14,700		16,218		1,518		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ				13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費						12,000		11,824		▲ 176		-1%

				営業利益						2,700		4,394		1,694		63%

						営業外収益								0

						営業外費用								0

				経常利益						3,000		4,703		1,703		57%

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ						2,200		3,516		1,316		60%

				ROE（%)						7.6		7.8		0.2







事業部門別（計画比）

								2018/3期 キ		2018/3期 キ								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		81,000		85,918		4,918		6%				国内外の主要顧客の生産調整や遊技機器向けビジネスの低迷および ユウギ

						セグメント利益 リエキ		2,150		2,893		743		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,500		23,446		2,946		14%				パソコンやその他コンシューマ向け商品の取

						セグメント利益 リエキ		550		1,116		566		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,100		1,142		42		4%				アニメーションのCG制作やソフト開発などに注力。

						セグメント利益 リエキ		120		111		▲ 9		-8%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,400		6,075		1,675		38%				アミューズメント業界向けゲーム機器事業やゴルフ用品販売事業が消費の落。

						セグメント利益 リエキ		▲ 120		198		318		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		107,000		116,582		9,582		9%

						セグメント利益 リエキ		2,700		4,394		1,694		63%
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加賀FEIは売上増および利益率改善で大幅増益

売上増に伴い販管費増えるも、販管費率は抑制

（注）売上総利益および営業利益については、3社間での連結調整前の数値を記載しております。
なお、連結調整額は売上総利益は25百万円、営業利益は65百万円です。

3社とも電子部品事業がけん引し大幅増収
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2023年3月期第1四半期 M&Aの影響
（単位：百万円）
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（注）売上総利益および営業利益については、３社間での連結調整前の数値を記載しております。
「 ×.×％ 」は利益率を表します。

売上高 60,115 84,339 40.3%

売上総利益 9,588 16.0% 13,040 15.5% 36.0%

営業利益 3,719 6.2% 6,251 7.4% 68.1%

売上高 32,145 47,752 48.6%

売上総利益 3,009 9.4% 5,784 12.1% 92.2%

営業利益 346 1.1% 3,040 6.4% 777.0%

売上高 13,688 17,209 25.7%

売上総利益 1,079 7.9% 986 5.7% ▲8.6%

営業利益 507 3.7% 462 2.7% ▲8.9%

売上高 105,949 149,302 40.9%

売上総利益 13,550 12.8% 19,838 13.3% 46.4%

営業利益 4,452 4.2% 9,820 6.6% 120.6%

2022/3期
1Q実績

2023/3期
1Q実績 前年比

加賀電子

加賀FEI

エクセル

合計

（単位：百万円）


業績ハイライト

												2017/3期		2018/3期

												Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				売上総利益								15,172		16,218		1,046		7%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				営業利益								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				経常利益								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン						※売上高への影響額（億円） ウリアゲ ダカ エイキョウガク オクエン

										USD		105.29		111.06				7.0

										THB		3.01		3.28				7.8

										RMB		17.07		16.39				▲ 2.8

										HKD		13.58		14.24				3.9







												2017/Mar		2018/Mar

												2Q		2Q		YoY

				Net sales								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				Gross profit 								15,172		16,218		1,046		7%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.9%

				SG&A								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				Operating income								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				Ordinary income								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)						Impact on Net sales（Million Yen）

										USD		105.29		111.06				699

										THB		3.01		3.28				781

										RMB		17.07		16.39				▲ 280

										HKD		13.58		14.24				391















業績ハイライト改

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												Q2実績 ジッセキ		Q2予想 ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				売上高								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価

				売上総利益								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				営業利益								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益

						営業外費用

				経常利益								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ

				税金等調整前当期純利益

						法人税及び住民税

						法人税等調整額

						少数株主利益

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								為替レート（円） カワセ エン

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24







												2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result		2Q Forecast		2Q result		YoY		vs Forecast

				Net sales								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価												0

				Gross profit 								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.7%		13.9%

				SG&A								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				Operating income								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								Exchange rate (Yen)

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24















業績事業部門別

								2017/3期		2018/3期								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						セグメント利益 リエキ		2,366		2,893		527		22%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						セグメント利益 リエキ		539		1,116		577		107%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						セグメント利益 リエキ		307		111		▲ 196		-64%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						セグメント利益 リエキ		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		116,582		6,923		6%

						セグメント利益 リエキ		3,212		4,394		1,182		37%



								2017/Mar		2018/Mar								Main points

								2Q		2Q		YoY

				Electronic
components		Net sales		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						Segment income		2,366		2,893		527		22%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						Segment income		539		1,116		577		107%

				Software		Net sales		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						Segment income		307		111		▲ 196		-64%

				Others		Net sales		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						Segment income		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				Total		Net sales		109,659		116,582		6,923		6%

						Segment income		3,212		4,394		1,182		37%







業績事業部門別改

												2022/3期
1Q実績 ジッセキ				2023/3期
1Q実績 ジッセキ				前年比		2023/3期

																						前回予想				予想比

																						（2022年2月3日公表）

								加賀電子 カガ デンシ		売上高 ウリアゲ ダカ		60,115				84,339				40.3%

										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		9,588		16.0%		13,040		15.5%		36.0%

										営業利益 エイギョウ リエキ		3,719		6.2%		6,251		7.4%		68.1%

								加賀FEI カガ		売上高 ウリアゲ ダカ		32,145				47,752				48.6%

										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,009		9.4%		5,784		12.1%		92.2%

										営業利益 エイギョウ リエキ		346		1.1%		3,040		6.4%		777.0%

								エクセル		売上高 ウリアゲ ダカ		13,688				17,209				25.7%

										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,079		7.9%		986		5.7%		▲8.6%

										営業利益 エイギョウ リエキ		507		3.7%		462		2.7%		▲8.9%

								合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		105,949				149,302				40.9%

										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,550		12.8%		19,838		13.3%		46.4%

										営業利益 エイギョウ リエキ		4,452		4.2%		9,820		6.6%		120.6%



												2017/Mar				2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result				2Q Forecast		2Q result

								Electronic
components		Net sales		82,784				81,000		85,918

										Segment income		2,366				2,150		2,893

								Information
Equipment		Net sales		20,524				20,500		23,446

										Segment income		539				550		1,116

								Software		Net sales		1,442				1,100		1,142

										Segment income		307				120		111

								Others		Net sales		4,909				4,400		6,075

										Segment income		-57				-120		198

								Total		Net sales		109,659				107,000		116,582

										Segment income		3,212				2,700		4,394







Sheet1





地域別売上高

						2017/3期  Q2 　　　　  キ				2018/3期  Q2 キ

								（構成比） コウセイヒ				（構成比） コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%



						2017/Mar　　　　 		Composition		2018/Mar		Composition

						2Q		ratio		2Q		ratio		YoY

				Japan		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				North america		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				Europe		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				East asia		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				Total		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%







地域別売上高改

						2017/3期   　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		Q2 予想  ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%



						2017/Mar　　　　 				2018/Mar　　　　 				2018/Mar

						2Q Result		Composition		2Q Forecast		Composition		2Q Result		Composition		YoY		vs Forecast

				Japan		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				North america		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				Europe		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				East asia		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				Total		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%







BS（資産の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動資産 リュウドウシサン						103,684		104,238		554

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				26,423		30,393		3,970

						受取手形・売掛金 ウケトリテガタ ウリカケキン				52,008		50,024		▲ 1,984

						棚卸資産 タナオロシ シサン				19,324		19,135		▲ 189

						その他 タ				5,929		4,686		▲ 1,243







				固定資産 コテイシサン						22,067		22,966		899

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン				11,745		11,999		254

						無形固定資産 ムケイコテイシサン				841		754		▲ 87

						投資等 トウシ トウ				9,479		10,211		732









				資産合計 シサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current assets						103,684		104,238		554

						Cash and deposits				26,423		30,393		3,970

						Notes and AR -trade				52,008		50,024		-1,984

						Inventories				19,324		19,135		-189

						Others				5,929		4,686		-1,243







				Non-current assets						22,067		22,966		899

						Property, plant and equipment				11,745		11,999		254

						Intangible assets				841		754		-87

						Investment and other assets				9,479		10,211		732











				Total assets						125,751		127,204		1,453







BS（負債の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動負債 リュウドウ フサイ						50,242		48,972		▲ 1,270

						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン				37,553		35,512		▲ 2,041

						短期借入金 タンキ カリイレ キン				4,883		5,455		572

						その他 タ				7,806		8,005		199

				固定負債 コテイ フサイ						9,576		9,224		▲ 352

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン				4,603		3,804		▲ 799

						その他 タ				4,973		5,420		447

				負債合計 フサイ ゴウケイ						59,819		58,197		▲ 1,622

				株主資本 カブヌシ シホン						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		資本金　　　　 シホンキン				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン				13,912		13,853		▲ 59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン				40,476		43,032		2,556

						自己株式 ジコ カブシキ				▲ 2,040		▲ 2,041		▲ 1

				その他の包括利益累計額合計 タ ホウカツ リ エキ ルイケイ ガク ゴウケイ						1,391		1,958		567

				非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン						59		71		12

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						65,932		69,006		3,074

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current liabilities						50,242		48,972		-1,270

						Notes and AP -trade				37,553		35,512		-2,041

						Short-term loeans payable				4,883		5,455		572

						Others				7,806		8,005		199

				Non-current liabilities						9,576		9,224		-352

						Long-term loans payable				4,603		3,804		-799

						Others				4,973		5,420		447

				Total liabilities						59,819		58,197		-1,622

				Shareholders' equity						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		Capital stock				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		Capital surplus				13,912		13,853		-59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		Retained earnings				40,476		43,032		2,556

						Treasury shares				-2,040		-2,041		-1

				Total accumulated other 
comprehensive income 						1,391		1,958		567

				Non-controling interests						59		71		12

				Total net assets						65,932		69,006		3,074

				Total liabilities 
and net assets						125,751		127,204		1,453







キャッシュフロー

						2017/3期 
Q2 キ		2018/3期 
Q2 キ		前年比 ゼンネン

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ		7,723		5,875		▲ 1,848

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ		▲ 246		▲ 1,345		▲ 1,099

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ		▲ 2,253		▲ 1,265		988

				現金等の四半期末残高 ゲンキン トウ シ キマツ ザンダカ		25,683		29,387		3,704



						2017/Mar 
2Q		2018/Mar 
2Q		YoY

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875		-1,848

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345		-1,099

				Cash flows from financing activities		-2,253		-1,265		988

				Cash and cash equivalents 
at the end of the period		25,683		29,387		3,704







業績予想

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				売上高								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				売上総利益								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.7%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				営業利益								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				経常利益								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン								（下期） シモキ

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00





												2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Net sales								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				Gross profit 								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						Gross Profit Margin（％）						13.7%		13.7%		13.9%

				SG&A								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				Operating income								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)								for 2nd Half

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00







業績修正前提

								2017/3期		2018/3期		2018/3期						オーガニック				下期より シモキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				56				40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15				10				5

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2				2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17				12				5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/3期		2018/3期		2018/3期						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				リスク				前倒し マエダオ

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				▲ 36				▲ 40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8				▲ 3				▲ 5

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4				▲ 4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12				▲ 7				▲ 5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						オーガニック				下期より シモキ

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		difference				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6				5.6				4.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5				1.0				0.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2				0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7				1.2				0.5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		difference				リスク				前倒し マエダオ

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6				-36.0				-40.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8				-3.0				-5.0

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4				-4.0

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2				-7.0				-5.0

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2







業績修正前提改

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				・EMSビジネス、情報機器事業の販売好調。
・下期計画から上期へ一部  前倒し。 ジョウホウ キキ ジギョウ ハンバイ コウチョウ シモキ ケイカク カミキ イチブ マエダオ

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17





								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				・遊技機器関連の法改正に  伴う需要減少。
・経費発生の期ズレ等。 ユウギ キキ カンレン ホウカイセイ トモナ ジュヨウ ゲンショウ ケイヒ ハッセイ キ ナド

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		Difference				Major factors

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		Difference				Major factors

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2







配当・ROE予想

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

								実績 ジッセキ		期初予想 キ ショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ





				1株当たり当期純利益 リエキ				249.43		200.47		229.63		▲ 19.80		29.16

				1株当たり年間配当 ハイトウ				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						普通配当 フツウ ハイトウ		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						特別配当 トクベツ ハイトウ		20.00		-		5.00		▲ 15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp





								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)





				EPS				249.43		200.47		229.63		-19.80		29.16

				Dividends per share				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						Ordinary dividends		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						Extraordinary dividends		20.00		-		5.00		-15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp







事業部門別予想

								2017/3期 キ		2018/3期 キ		2018/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		171,227		175,000		176,000		3%		1%

						セグメント利益 リエキ		4,917		5,350		5,200		6%		-3%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		42,547		42,000		42,500		-0%		1%

						セグメント利益 リエキ		1,491		1,400		1,900		27%		36%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		3,159		3,000		2,500		-21%		-17%

						セグメント利益 リエキ		528		450		100		-81%		-78%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		10,274		10,000		11,000		7%		10%

						セグメント利益 リエキ		▲ 212		▲ 200		300		-242%		-250%

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		227,209		230,000		232,000		2%		1%

						営業利益 エイギョウ リエキ		6,879		7,000		7,500		9%		7%



								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Electronic
components		Net sales		171,227		175,000				-100%		-100%

						Segment income		4,917		5,350				-100%		-100%

				Information
Equipment		Net sales		42,547		42,000				-100%		-100%

						Segment income		1,491		1,400				-100%		-100%

				Software		Net sales		3,159		3,000				-100%		-100%

						Segment income		528		450				-100%		-100%

				Others		Net sales		10,274		10,000				-100%		-100%

						Segment income		-212		-200				-100%		-100%

				Total		Net sales		227,209		230,000				-100%		-100%

						Segment income		6,879		7,000				-100%		-100%







地域別売上予想

						2017/3期  　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		期初予想 キショ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		今回予想 コンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネン ヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				北米 ホクベイ		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				欧州 オウシュウ		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				東アジア ヒガシ		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				合計 ゴウケイケイ		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%





						2017/Mar　　　　 				2018/Mar   　　　　 				2018/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast
(current)		Composition		YoY		vs Forecast
(previous)

				Japan		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				North america		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				Europe		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				East asia		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				Total		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%







業績ハイライト（予想比）

										2018/3期		2018/3期

										Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高						107,000		116,582		9,582		9%

						売上原価								0

				売上総利益						14,700		16,218		1,518		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ				13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費						12,000		11,824		▲ 176		-1%

				営業利益						2,700		4,394		1,694		63%

						営業外収益								0

						営業外費用								0

				経常利益						3,000		4,703		1,703		57%

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ						2,200		3,516		1,316		60%

				ROE（%)						7.6		7.8		0.2







事業部門別（計画比）

								2018/3期 キ		2018/3期 キ								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		81,000		85,918		4,918		6%				国内外の主要顧客の生産調整や遊技機器向けビジネスの低迷および ユウギ

						セグメント利益 リエキ		2,150		2,893		743		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,500		23,446		2,946		14%				パソコンやその他コンシューマ向け商品の取

						セグメント利益 リエキ		550		1,116		566		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,100		1,142		42		4%				アニメーションのCG制作やソフト開発などに注力。

						セグメント利益 リエキ		120		111		▲ 9		-8%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,400		6,075		1,675		38%				アミューズメント業界向けゲーム機器事業やゴルフ用品販売事業が消費の落。

						セグメント利益 リエキ		▲ 120		198		318		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		107,000		116,582		9,582		9%

						セグメント利益 リエキ		2,700		4,394		1,694		63%









2023年3月期第1四半期業績：電子部品事業 2020年3月
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売上高・セグメント利益 前年同期比

売上高
セグメント利益

直前期比
+11,037百万円

+3,912百万円

9.0％増
76.6％増

+42,853百万円

+5,318百万円

47.3％増
143.7％増

・ 部品販売ビジネスは、一部商材の供給難が長期化する中、独立
系商社の強みを活かし販売物量を確保し、収益を大きく伸ばす。

・ 加賀電子、FEIともにスポット販売が想定以上に収益に寄与。

・EMSビジネスは、車載および医療機器向けを中心に好調に推移。
・上海ロックダウンは、中国内グループ会社間での協働体制や工程
管理の徹底により操業継続し、影響を極小化。

/

/



2023年3月期第1四半期業績：情報機器事業 2020年3月期
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0.6％減

直前期比
売上高
セグメント利益

/

/

▲2,168百万円

▲304百万円

16.3％減
35.0％減

・ LED設置ビジネスは資材不足で遅延していた大口工事が
再開し、収益に貢献。

・ 法人向けおよび教育機関向けパソコンの販売は堅調に推移

・ セキュリティソフトなどPC周辺機器は引き続き好調に推移。

（単位：百万円）



前年同期比

2022/3期
1Q実績

2023/3期
1Q実績

+5,368増益

+4,429

4,452

9,820
+1,859 ▲920

販売数量
販売ミックス

販管費

スポット販売

2023年3月期第1四半期 営業利益変動要因

2023/3期
1Q計画

2023/3期
1Q実績

社内計画比

9,820

5,200

販売数量
販売ミックス

+3,000

スポット販売

販管費

+1,138
+482

+4,620上振れ

（単位：百万円）（単位：百万円）
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95,062 105,800 
115,119 
+9,319

141,942 

166,339 
171,637 
+5,297

2021/3末 2022/3末 2022/6末

36,825 38,155 38,028 
▲126

200,179 
233,984 

248,727 
+14,742

2021/3末 2022/3末 2022/6末

貸借対照表主要項目
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286,756
+14,616

272,139 272,139

286,756
+14,616

（単位：百万円）

流動資産

固定資産

負債合計

純資産

総資産 負債・純資産

237,004 237,004

（単位：百万円）
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在庫回転日数

棚卸資産

売上債権

注： 受取手形及び売掛金については、電子記録債権を含めた金額となっております。
支払手形及び買掛金については、電子記録債務を含めた金額となっております。
売上債権回転日数 ＝ 受取手形及び売掛金 ÷ 売上高 × 91（日）
仕入債務回転日数 ＝ 支払手形及び買掛金 ÷ 仕入高 × 91（日）

注： 在庫回転日数 ＝ 棚卸資産 ÷ 売上高 × 91（日）
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（単位：百万円、日）
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現預金・有利子負債

有利子負債

注： D/Eレシオ ＝ 有利子負債 ÷ 自己資本
ネットD/Eレシオ ＝（有利子負債ー現預金） ÷ 自己資本

45,636
41,051

42,317
+1,265

38,261 

51,171 

55,195 
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（単位：百万円、倍）



2023年3月期業績予想



495,827 510,000 540,000 5.9% 8.9%

20,915 4.2% 21,200 4.2% 24,000 4.4% 13.2% 14.7%

21,456 4.3% 21,200 4.2% 24,500 4.5% 15.6% 14.2%

15,401 3.1% 14,500 2.8% 16,000 3.0% 10.3% 3.9%

576.46 552.42 609.58 ー 57.16 33.12

ROE 15.7% 13.0% 14.0% ー 1.0pt ▲1.7pt

年間配当金 (円) ー 30.00

前年比
2023/3期
前回予想

EPS
(1株当たり当期純利益、円)

前回予想
との差異

2023/3期
今回予想

　  120.00
   普通配当80.00
　 特別配当40.00

    150.00
 普通配当140.00
 記念配当  10.00

    150.00
   普通配当140.00
　記念配当  10.00

2022/3期
実績

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益

2023年3月期 通期業績予想

13

（単位：百万円）※2022年5月12日公表

注：「 ×.×％ 」は利益率を表します。


業績ハイライト

												2017/3期		2018/3期

												Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				売上総利益								15,172		16,218		1,046		7%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				営業利益								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				経常利益								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン						※売上高への影響額（億円） ウリアゲ ダカ エイキョウガク オクエン

										USD		105.29		111.06				7.0

										THB		3.01		3.28				7.8

										RMB		17.07		16.39				▲ 2.8

										HKD		13.58		14.24				3.9







												2017/Mar		2018/Mar

												2Q		2Q		YoY

				Net sales								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				Gross profit 								15,172		16,218		1,046		7%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.9%

				SG&A								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				Operating income								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				Ordinary income								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)						Impact on Net sales（Million Yen）

										USD		105.29		111.06				699

										THB		3.01		3.28				781

										RMB		17.07		16.39				▲ 280

										HKD		13.58		14.24				391















業績ハイライト改

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												Q2実績 ジッセキ		Q2予想 ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				売上高								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価

				売上総利益								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				営業利益								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益

						営業外費用

				経常利益								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ

				税金等調整前当期純利益

						法人税及び住民税

						法人税等調整額

						少数株主利益

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								為替レート（円） カワセ エン

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24







												2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result		2Q Forecast		2Q result		YoY		vs Forecast

				Net sales								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価												0

				Gross profit 								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.7%		13.9%

				SG&A								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				Operating income								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								Exchange rate (Yen)

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24















業績事業部門別

								2017/3期		2018/3期								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						セグメント利益 リエキ		2,366		2,893		527		22%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						セグメント利益 リエキ		539		1,116		577		107%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						セグメント利益 リエキ		307		111		▲ 196		-64%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						セグメント利益 リエキ		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		116,582		6,923		6%

						セグメント利益 リエキ		3,212		4,394		1,182		37%



								2017/Mar		2018/Mar								Main points

								2Q		2Q		YoY

				Electronic
components		Net sales		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						Segment income		2,366		2,893		527		22%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						Segment income		539		1,116		577		107%

				Software		Net sales		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						Segment income		307		111		▲ 196		-64%

				Others		Net sales		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						Segment income		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				Total		Net sales		109,659		116,582		6,923		6%

						Segment income		3,212		4,394		1,182		37%







業績事業部門別改

												2022/3期
実績 キ ジッセキ				2023/3期
前回予想 キ ゼンカイヨソウ				2023/3期
今回予想 キ コンカイ ヨソウ				前回予想
との差異 ゼンカイ ヨソウ サイ		前年比 ゼンネンヒ





								売上高 ウリアゲダカ				495,827				510,000				540,000				5.9%		8.9%

								営業利益 エイギョウ リエキ				20,915		4.2%		21,200		4.2%		24,000		4.4%		13.2%		14.7%

								経常利益 ケイジョウ リエキ				21,456		4.3%		21,200		4.2%		24,500		4.5%		15.6%		14.2%

								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				15,401		3.1%		14,500		2.8%		16,000		3.0%		10.3%		3.9%

								EPS
(1株当たり当期純利益、円) カブ ア トウキ ジュンリエキ エン				576.46				552.42				609.58		ー		57.16		33.12

								ROE				15.7%				13.0%				14.0%		ー		1.0pt		▲1.7pt

								年間配当金 ネンカン ハイトウ キン		(円) エン		　  120.00
   普通配当80.00
　 特別配当40.00  フツウハイトウ トクベツ ハイトウ				    150.00
 普通配当140.00
 記念配当  10.00 フツウ ツウ ハイトウ キネン ハイトウ				    150.00
   普通配当140.00
　記念配当  10.00				ー		30.00

												2017/Mar				2018/Mar		2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result				2Q Forecast		2Q result		2Q Forecast

								Electronic
components		Net sales		82,784				81,000		85,918		81,000

										Segment income		2,366				2,150		2,893		2,150

								Information
Equipment		Net sales		20,524				20,500		23,446		20,500

										Segment income		539				550		1,116		550

								Software		Net sales		1,442				1,100		1,142		1,100

										Segment income		307				120		111		120

								Others		Net sales		4,909				4,400		6,075		4,400

										Segment income		-57				-120		198		-120

								Total		Net sales		109,659				107,000		116,582		107,000

										Segment income		3,212				2,700		4,394		2,700







地域別売上高

						2017/3期  Q2 　　　　  キ				2018/3期  Q2 キ

								（構成比） コウセイヒ				（構成比） コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%



						2017/Mar　　　　 		Composition		2018/Mar		Composition

						2Q		ratio		2Q		ratio		YoY

				Japan		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				North america		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				Europe		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				East asia		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				Total		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%







地域別売上高改

						2017/3期   　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		Q2 予想  ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%



						2017/Mar　　　　 				2018/Mar　　　　 				2018/Mar

						2Q Result		Composition		2Q Forecast		Composition		2Q Result		Composition		YoY		vs Forecast

				Japan		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				North america		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				Europe		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				East asia		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				Total		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%







BS（資産の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動資産 リュウドウシサン						103,684		104,238		554

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				26,423		30,393		3,970

						受取手形・売掛金 ウケトリテガタ ウリカケキン				52,008		50,024		▲ 1,984

						棚卸資産 タナオロシ シサン				19,324		19,135		▲ 189

						その他 タ				5,929		4,686		▲ 1,243







				固定資産 コテイシサン						22,067		22,966		899

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン				11,745		11,999		254

						無形固定資産 ムケイコテイシサン				841		754		▲ 87

						投資等 トウシ トウ				9,479		10,211		732









				資産合計 シサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current assets						103,684		104,238		554

						Cash and deposits				26,423		30,393		3,970

						Notes and AR -trade				52,008		50,024		-1,984

						Inventories				19,324		19,135		-189

						Others				5,929		4,686		-1,243







				Non-current assets						22,067		22,966		899

						Property, plant and equipment				11,745		11,999		254

						Intangible assets				841		754		-87

						Investment and other assets				9,479		10,211		732











				Total assets						125,751		127,204		1,453







BS（負債の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動負債 リュウドウ フサイ						50,242		48,972		▲ 1,270

						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン				37,553		35,512		▲ 2,041

						短期借入金 タンキ カリイレ キン				4,883		5,455		572

						その他 タ				7,806		8,005		199

				固定負債 コテイ フサイ						9,576		9,224		▲ 352

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン				4,603		3,804		▲ 799

						その他 タ				4,973		5,420		447

				負債合計 フサイ ゴウケイ						59,819		58,197		▲ 1,622

				株主資本 カブヌシ シホン						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		資本金　　　　 シホンキン				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン				13,912		13,853		▲ 59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン				40,476		43,032		2,556

						自己株式 ジコ カブシキ				▲ 2,040		▲ 2,041		▲ 1

				その他の包括利益累計額合計 タ ホウカツ リ エキ ルイケイ ガク ゴウケイ						1,391		1,958		567

				非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン						59		71		12

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						65,932		69,006		3,074

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current liabilities						50,242		48,972		-1,270

						Notes and AP -trade				37,553		35,512		-2,041

						Short-term loeans payable				4,883		5,455		572

						Others				7,806		8,005		199

				Non-current liabilities						9,576		9,224		-352

						Long-term loans payable				4,603		3,804		-799

						Others				4,973		5,420		447

				Total liabilities						59,819		58,197		-1,622

				Shareholders' equity						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		Capital stock				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		Capital surplus				13,912		13,853		-59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		Retained earnings				40,476		43,032		2,556

						Treasury shares				-2,040		-2,041		-1

				Total accumulated other 
comprehensive income 						1,391		1,958		567

				Non-controling interests						59		71		12

				Total net assets						65,932		69,006		3,074

				Total liabilities 
and net assets						125,751		127,204		1,453







キャッシュフロー

						2017/3期 
Q2 キ		2018/3期 
Q2 キ		前年比 ゼンネン

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ		7,723		5,875		▲ 1,848

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ		▲ 246		▲ 1,345		▲ 1,099

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ		▲ 2,253		▲ 1,265		988

				現金等の四半期末残高 ゲンキン トウ シ キマツ ザンダカ		25,683		29,387		3,704



						2017/Mar 
2Q		2018/Mar 
2Q		YoY

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875		-1,848

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345		-1,099

				Cash flows from financing activities		-2,253		-1,265		988

				Cash and cash equivalents 
at the end of the period		25,683		29,387		3,704







業績予想

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				売上高								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				売上総利益								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.7%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				営業利益								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				経常利益								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン								（下期） シモキ

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00





												2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Net sales								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				Gross profit 								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						Gross Profit Margin（％）						13.7%		13.7%		13.9%

				SG&A								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				Operating income								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)								for 2nd Half

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00







業績修正前提

								2017/3期		2018/3期		2018/3期						オーガニック				下期より シモキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				56				40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15				10				5

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2				2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17				12				5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/3期		2018/3期		2018/3期						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				リスク				前倒し マエダオ

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				▲ 36				▲ 40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8				▲ 3				▲ 5

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4				▲ 4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12				▲ 7				▲ 5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						オーガニック				下期より シモキ

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		difference				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6				5.6				4.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5				1.0				0.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2				0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7				1.2				0.5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		difference				リスク				前倒し マエダオ

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6				-36.0				-40.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8				-3.0				-5.0

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4				-4.0

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2				-7.0				-5.0

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2







業績修正前提改

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				・EMSビジネス、情報機器事業の販売好調。
・下期計画から上期へ一部  前倒し。 ジョウホウ キキ ジギョウ ハンバイ コウチョウ シモキ ケイカク カミキ イチブ マエダオ

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17





								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				・遊技機器関連の法改正に  伴う需要減少。
・経費発生の期ズレ等。 ユウギ キキ カンレン ホウカイセイ トモナ ジュヨウ ゲンショウ ケイヒ ハッセイ キ ナド

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		Difference				Major factors

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		Difference				Major factors

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2







配当・ROE予想

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

								実績 ジッセキ		期初予想 キ ショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ





				1株当たり当期純利益 リエキ				249.43		200.47		229.63		▲ 19.80		29.16

				1株当たり年間配当 ハイトウ				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						普通配当 フツウ ハイトウ		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						特別配当 トクベツ ハイトウ		20.00		-		5.00		▲ 15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp





								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)





				EPS				249.43		200.47		229.63		-19.80		29.16

				Dividends per share				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						Ordinary dividends		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						Extraordinary dividends		20.00		-		5.00		-15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp







事業部門別予想

								2017/3期 キ		2018/3期 キ		2018/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		171,227		175,000		176,000		3%		1%

						セグメント利益 リエキ		4,917		5,350		5,200		6%		-3%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		42,547		42,000		42,500		-0%		1%

						セグメント利益 リエキ		1,491		1,400		1,900		27%		36%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		3,159		3,000		2,500		-21%		-17%

						セグメント利益 リエキ		528		450		100		-81%		-78%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		10,274		10,000		11,000		7%		10%

						セグメント利益 リエキ		▲ 212		▲ 200		300		-242%		-250%

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		227,209		230,000		232,000		2%		1%

						営業利益 エイギョウ リエキ		6,879		7,000		7,500		9%		7%



								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Electronic
components		Net sales		171,227		175,000				-100%		-100%

						Segment income		4,917		5,350				-100%		-100%

				Information
Equipment		Net sales		42,547		42,000				-100%		-100%

						Segment income		1,491		1,400				-100%		-100%

				Software		Net sales		3,159		3,000				-100%		-100%

						Segment income		528		450				-100%		-100%

				Others		Net sales		10,274		10,000				-100%		-100%

						Segment income		-212		-200				-100%		-100%

				Total		Net sales		227,209		230,000				-100%		-100%

						Segment income		6,879		7,000				-100%		-100%







地域別売上予想

						2017/3期  　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		期初予想 キショ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		今回予想 コンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネン ヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				北米 ホクベイ		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				欧州 オウシュウ		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				東アジア ヒガシ		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				合計 ゴウケイケイ		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%





						2017/Mar　　　　 				2018/Mar   　　　　 				2018/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast
(current)		Composition		YoY		vs Forecast
(previous)

				Japan		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				North america		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				Europe		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				East asia		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				Total		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%







業績ハイライト（予想比）

										2018/3期		2018/3期

										Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高						107,000		116,582		9,582		9%

						売上原価								0

				売上総利益						14,700		16,218		1,518		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ				13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費						12,000		11,824		▲ 176		-1%

				営業利益						2,700		4,394		1,694		63%

						営業外収益								0

						営業外費用								0

				経常利益						3,000		4,703		1,703		57%

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ						2,200		3,516		1,316		60%

				ROE（%)						7.6		7.8		0.2







事業部門別（計画比）

								2018/3期 キ		2018/3期 キ								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		81,000		85,918		4,918		6%				国内外の主要顧客の生産調整や遊技機器向けビジネスの低迷および ユウギ

						セグメント利益 リエキ		2,150		2,893		743		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,500		23,446		2,946		14%				パソコンやその他コンシューマ向け商品の取

						セグメント利益 リエキ		550		1,116		566		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,100		1,142		42		4%				アニメーションのCG制作やソフト開発などに注力。

						セグメント利益 リエキ		120		111		▲ 9		-8%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,400		6,075		1,675		38%				アミューズメント業界向けゲーム機器事業やゴルフ用品販売事業が消費の落。

						セグメント利益 リエキ		▲ 120		198		318		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		107,000		116,582		9,582		9%

						セグメント利益 リエキ		2,700		4,394		1,694		63%









売上高 433,852 477,000 9.9%

セグメント利益 18,107 4.2% 21,300 4.5% 17.6%

売上高 39,616 39,000 ▲1.6%

セグメント利益 2,085 5.3% 2,000 5.1% ▲4.1%

売上高 2,767 4,000 44.5%

セグメント利益 ▲26 ▲1.0% 100 2.5% ー

売上高 19,590 20,000 2.1%

セグメント利益 626 3.2% 600 3.0% ▲4.2%

売上高 495,827 540,000 8.9%

セグメント利益 20,915 4.2% 24,000 4.4% 14.7%

2022/3期
実績

電子部品

情報機器

ソフトウェア

その他

合計

2023/3期
予想 前年比

2023年3月期 セグメント別業績予想
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注：セグメント利益については、各事業部門では調整前の数値を記載し、合計は調整後の数値（営業利益）を記載しております。
「 ×.×％ 」は利益率を表します。

（単位：百万円）


業績ハイライト

												2017/3期		2018/3期

												Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				売上総利益								15,172		16,218		1,046		7%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				営業利益								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				経常利益								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン						※売上高への影響額（億円） ウリアゲ ダカ エイキョウガク オクエン

										USD		105.29		111.06				7.0

										THB		3.01		3.28				7.8

										RMB		17.07		16.39				▲ 2.8

										HKD		13.58		14.24				3.9







												2017/Mar		2018/Mar

												2Q		2Q		YoY

				Net sales								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				Gross profit 								15,172		16,218		1,046		7%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.9%

				SG&A								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				Operating income								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				Ordinary income								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)						Impact on Net sales（Million Yen）

										USD		105.29		111.06				699

										THB		3.01		3.28				781

										RMB		17.07		16.39				▲ 280

										HKD		13.58		14.24				391















業績ハイライト改

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												Q2実績 ジッセキ		Q2予想 ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				売上高								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価

				売上総利益								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				営業利益								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益

						営業外費用

				経常利益								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ

				税金等調整前当期純利益

						法人税及び住民税

						法人税等調整額

						少数株主利益

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								為替レート（円） カワセ エン

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24







												2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result		2Q Forecast		2Q result		YoY		vs Forecast

				Net sales								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価												0

				Gross profit 								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.7%		13.9%

				SG&A								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				Operating income								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								Exchange rate (Yen)

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24















業績事業部門別

								2017/3期		2018/3期								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						セグメント利益 リエキ		2,366		2,893		527		22%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						セグメント利益 リエキ		539		1,116		577		107%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						セグメント利益 リエキ		307		111		▲ 196		-64%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						セグメント利益 リエキ		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		116,582		6,923		6%

						セグメント利益 リエキ		3,212		4,394		1,182		37%



								2017/Mar		2018/Mar								Main points

								2Q		2Q		YoY

				Electronic
components		Net sales		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						Segment income		2,366		2,893		527		22%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						Segment income		539		1,116		577		107%

				Software		Net sales		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						Segment income		307		111		▲ 196		-64%

				Others		Net sales		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						Segment income		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				Total		Net sales		109,659		116,582		6,923		6%

						Segment income		3,212		4,394		1,182		37%







業績事業部門別改

												2022/3期
実績 キ ジッセキ				2023/3期
予想 キ ヨソウ				前年比 ゼンネンヒ		2022/3期				予想比 ヨソウヒ

																						前回予想

																						（2022年2月3日公表）

								電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		433,852				477,000				9.9%						ERROR:#DIV/0!

										セグメント利益 リエキ		18,107		4.2%		21,300		4.5%		17.6%						22.4%

								情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		39,616				39,000				▲1.6%						▲1.0%

										セグメント利益 リエキ		2,085		5.3%		2,000		5.1%		▲4.1%						ERROR:#DIV/0!

								ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		2,767				4,000				44.5%						▲7.8%

										セグメント利益 リエキ		▲26		▲1.0%		100		2.5%		ー						ー

								その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		19,590				20,000				2.1%						ERROR:#DIV/0!

										セグメント利益 リエキ		626		3.2%		600		3.0%		▲4.2%						ERROR:#DIV/0!

								合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		495,827				540,000				8.9%						ERROR:#DIV/0!

										セグメント利益 リエキ		20,915		4.2%		24,000		4.4%		14.7%						19.5%



												2017/Mar				2018/Mar		2018/Mar				2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result				2Q Forecast		2Q result				2Q Forecast		2Q result

								Electronic
components		Net sales		82,784				81,000		85,918				81,000		85,918

										Segment income		2,366				2,150		2,893				2,150		2,893

								Information
Equipment		Net sales		20,524				20,500		23,446				20,500		23,446

										Segment income		539				550		1,116				550		1,116

								Software		Net sales		1,442				1,100		1,142				1,100		1,142

										Segment income		307				120		111				120		111

								Others		Net sales		4,909				4,400		6,075				4,400		6,075

										Segment income		-57				-120		198				-120		198

								Total		Net sales		109,659				107,000		116,582				107,000		116,582

										Segment income		3,212				2,700		4,394				2,700		4,394







地域別売上高

						2017/3期  Q2 　　　　  キ				2018/3期  Q2 キ

								（構成比） コウセイヒ				（構成比） コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%



						2017/Mar　　　　 		Composition		2018/Mar		Composition

						2Q		ratio		2Q		ratio		YoY

				Japan		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				North america		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				Europe		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				East asia		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				Total		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%







地域別売上高改

						2017/3期   　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		Q2 予想  ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%



						2017/Mar　　　　 				2018/Mar　　　　 				2018/Mar

						2Q Result		Composition		2Q Forecast		Composition		2Q Result		Composition		YoY		vs Forecast

				Japan		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				North america		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				Europe		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				East asia		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				Total		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%







BS（資産の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動資産 リュウドウシサン						103,684		104,238		554

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				26,423		30,393		3,970

						受取手形・売掛金 ウケトリテガタ ウリカケキン				52,008		50,024		▲ 1,984

						棚卸資産 タナオロシ シサン				19,324		19,135		▲ 189

						その他 タ				5,929		4,686		▲ 1,243







				固定資産 コテイシサン						22,067		22,966		899

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン				11,745		11,999		254

						無形固定資産 ムケイコテイシサン				841		754		▲ 87

						投資等 トウシ トウ				9,479		10,211		732









				資産合計 シサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current assets						103,684		104,238		554

						Cash and deposits				26,423		30,393		3,970

						Notes and AR -trade				52,008		50,024		-1,984

						Inventories				19,324		19,135		-189

						Others				5,929		4,686		-1,243







				Non-current assets						22,067		22,966		899

						Property, plant and equipment				11,745		11,999		254

						Intangible assets				841		754		-87

						Investment and other assets				9,479		10,211		732











				Total assets						125,751		127,204		1,453







BS（負債の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動負債 リュウドウ フサイ						50,242		48,972		▲ 1,270

						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン				37,553		35,512		▲ 2,041

						短期借入金 タンキ カリイレ キン				4,883		5,455		572

						その他 タ				7,806		8,005		199

				固定負債 コテイ フサイ						9,576		9,224		▲ 352

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン				4,603		3,804		▲ 799

						その他 タ				4,973		5,420		447

				負債合計 フサイ ゴウケイ						59,819		58,197		▲ 1,622

				株主資本 カブヌシ シホン						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		資本金　　　　 シホンキン				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン				13,912		13,853		▲ 59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン				40,476		43,032		2,556

						自己株式 ジコ カブシキ				▲ 2,040		▲ 2,041		▲ 1

				その他の包括利益累計額合計 タ ホウカツ リ エキ ルイケイ ガク ゴウケイ						1,391		1,958		567

				非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン						59		71		12

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						65,932		69,006		3,074

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current liabilities						50,242		48,972		-1,270

						Notes and AP -trade				37,553		35,512		-2,041

						Short-term loeans payable				4,883		5,455		572

						Others				7,806		8,005		199

				Non-current liabilities						9,576		9,224		-352

						Long-term loans payable				4,603		3,804		-799

						Others				4,973		5,420		447

				Total liabilities						59,819		58,197		-1,622

				Shareholders' equity						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		Capital stock				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		Capital surplus				13,912		13,853		-59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		Retained earnings				40,476		43,032		2,556

						Treasury shares				-2,040		-2,041		-1

				Total accumulated other 
comprehensive income 						1,391		1,958		567

				Non-controling interests						59		71		12

				Total net assets						65,932		69,006		3,074

				Total liabilities 
and net assets						125,751		127,204		1,453







キャッシュフロー

						2017/3期 
Q2 キ		2018/3期 
Q2 キ		前年比 ゼンネン

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ		7,723		5,875		▲ 1,848

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ		▲ 246		▲ 1,345		▲ 1,099

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ		▲ 2,253		▲ 1,265		988

				現金等の四半期末残高 ゲンキン トウ シ キマツ ザンダカ		25,683		29,387		3,704



						2017/Mar 
2Q		2018/Mar 
2Q		YoY

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875		-1,848

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345		-1,099

				Cash flows from financing activities		-2,253		-1,265		988

				Cash and cash equivalents 
at the end of the period		25,683		29,387		3,704







業績予想

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				売上高								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				売上総利益								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.7%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				営業利益								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				経常利益								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン								（下期） シモキ

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00





												2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Net sales								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				Gross profit 								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						Gross Profit Margin（％）						13.7%		13.7%		13.9%

				SG&A								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				Operating income								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)								for 2nd Half

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00







業績修正前提

								2017/3期		2018/3期		2018/3期						オーガニック				下期より シモキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				56				40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15				10				5

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2				2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17				12				5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/3期		2018/3期		2018/3期						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				リスク				前倒し マエダオ

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				▲ 36				▲ 40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8				▲ 3				▲ 5

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4				▲ 4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12				▲ 7				▲ 5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						オーガニック				下期より シモキ

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		difference				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6				5.6				4.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5				1.0				0.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2				0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7				1.2				0.5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		difference				リスク				前倒し マエダオ

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6				-36.0				-40.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8				-3.0				-5.0

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4				-4.0

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2				-7.0				-5.0

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2







業績修正前提改

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				・EMSビジネス、情報機器事業の販売好調。
・下期計画から上期へ一部  前倒し。 ジョウホウ キキ ジギョウ ハンバイ コウチョウ シモキ ケイカク カミキ イチブ マエダオ

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17





								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				・遊技機器関連の法改正に  伴う需要減少。
・経費発生の期ズレ等。 ユウギ キキ カンレン ホウカイセイ トモナ ジュヨウ ゲンショウ ケイヒ ハッセイ キ ナド

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		Difference				Major factors

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		Difference				Major factors

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2







配当・ROE予想

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

								実績 ジッセキ		期初予想 キ ショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ





				1株当たり当期純利益 リエキ				249.43		200.47		229.63		▲ 19.80		29.16

				1株当たり年間配当 ハイトウ				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						普通配当 フツウ ハイトウ		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						特別配当 トクベツ ハイトウ		20.00		-		5.00		▲ 15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp





								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)





				EPS				249.43		200.47		229.63		-19.80		29.16

				Dividends per share				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						Ordinary dividends		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						Extraordinary dividends		20.00		-		5.00		-15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp







事業部門別予想

								2017/3期 キ		2018/3期 キ		2018/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		171,227		175,000		176,000		3%		1%

						セグメント利益 リエキ		4,917		5,350		5,200		6%		-3%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		42,547		42,000		42,500		-0%		1%

						セグメント利益 リエキ		1,491		1,400		1,900		27%		36%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		3,159		3,000		2,500		-21%		-17%

						セグメント利益 リエキ		528		450		100		-81%		-78%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		10,274		10,000		11,000		7%		10%

						セグメント利益 リエキ		▲ 212		▲ 200		300		-242%		-250%

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		227,209		230,000		232,000		2%		1%

						営業利益 エイギョウ リエキ		6,879		7,000		7,500		9%		7%



								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Electronic
components		Net sales		171,227		175,000				-100%		-100%

						Segment income		4,917		5,350				-100%		-100%

				Information
Equipment		Net sales		42,547		42,000				-100%		-100%

						Segment income		1,491		1,400				-100%		-100%

				Software		Net sales		3,159		3,000				-100%		-100%

						Segment income		528		450				-100%		-100%

				Others		Net sales		10,274		10,000				-100%		-100%

						Segment income		-212		-200				-100%		-100%

				Total		Net sales		227,209		230,000				-100%		-100%

						Segment income		6,879		7,000				-100%		-100%







地域別売上予想

						2017/3期  　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		期初予想 キショ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		今回予想 コンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネン ヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				北米 ホクベイ		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				欧州 オウシュウ		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				東アジア ヒガシ		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				合計 ゴウケイケイ		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%





						2017/Mar　　　　 				2018/Mar   　　　　 				2018/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast
(current)		Composition		YoY		vs Forecast
(previous)

				Japan		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				North america		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				Europe		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				East asia		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				Total		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%







業績ハイライト（予想比）

										2018/3期		2018/3期

										Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高						107,000		116,582		9,582		9%

						売上原価								0

				売上総利益						14,700		16,218		1,518		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ				13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費						12,000		11,824		▲ 176		-1%

				営業利益						2,700		4,394		1,694		63%

						営業外収益								0

						営業外費用								0

				経常利益						3,000		4,703		1,703		57%

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ						2,200		3,516		1,316		60%

				ROE（%)						7.6		7.8		0.2







事業部門別（計画比）

								2018/3期 キ		2018/3期 キ								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		81,000		85,918		4,918		6%				国内外の主要顧客の生産調整や遊技機器向けビジネスの低迷および ユウギ

						セグメント利益 リエキ		2,150		2,893		743		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,500		23,446		2,946		14%				パソコンやその他コンシューマ向け商品の取

						セグメント利益 リエキ		550		1,116		566		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,100		1,142		42		4%				アニメーションのCG制作やソフト開発などに注力。

						セグメント利益 リエキ		120		111		▲ 9		-8%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,400		6,075		1,675		38%				アミューズメント業界向けゲーム機器事業やゴルフ用品販売事業が消費の落。

						セグメント利益 リエキ		▲ 120		198		318		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		107,000		116,582		9,582		9%

						セグメント利益 リエキ		2,700		4,394		1,694		63%









参考資料
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制度会計としての現行セグメントでの継続開示と併せ、新中計に沿ったセグメントによる任意開示を行う

現行セグメント
制度会計

CSI
事業

 PC・PC周辺機器販売
 家電製品・照明器具販売
 写真・映像関連商品販売

電子部品
事業

 半導体販売
 一般部品販売
 各種デバイス販売

EMS
事業

 電子機器の製造受託サービス

その他
事業

 CG映像・ソフトウェアの制作
 アミューズメント関連商品販売
 電子機器の修理・サポート
 スポーツ用品販売

電子部品
事業

 半導体販売
 一般部品販売
 各種デバイス販売

部品販売ビジネス

EMSビジネス
 電子機器の製造受託サービス

情報機器
事業

 PC・PC周辺機器販売
 家電製品・照明器具販売
 写真・映像関連商品販売

 アミューズメント関連商品販売
 電子機器の修理・サポート
 スポーツ用品販売

その他
事業

ソフトウェア
事業  CG映像・ソフトウェアの制作

中計セグメント
管理会計

CSI・・・コンシューマー＆システムインテグレーター



売上高 53.4%

セグメント利益 268.4%

売上高 28.6%

セグメント利益 26.8%

売上高 4.8%

セグメント利益 ▲0.6%

売上高 ▲0.4%

セグメント利益 451.6%

売上高 40.9%

セグメント利益 120.6%

564

2,842

79

149,302

9,820

101,444

6,541

33,867

2,612

11,147

568

2,854

14

105,949

4,452

2021/3期
1Q実績

電子部品

EMS

CSI

その他

合計

49,740

44

19,820

1,083

前年比
2022/3期
1Q実績

2023/3期
1Q実績

12,537

583

2,031

▲89

84,130

1,656

66,124

1,775

26,334

2,060

10,636
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注：セグメント利益については、各事業部門では調整前の数値を記載し、合計は調整後の数値（営業利益）を記載しております。

（単位：百万円）


業績ハイライト

												2017/3期		2018/3期

												Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				売上総利益								15,172		16,218		1,046		7%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				営業利益								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				経常利益								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン						※売上高への影響額（億円） ウリアゲ ダカ エイキョウガク オクエン

										USD		105.29		111.06				7.0

										THB		3.01		3.28				7.8

										RMB		17.07		16.39				▲ 2.8

										HKD		13.58		14.24				3.9







												2017/Mar		2018/Mar

												2Q		2Q		YoY

				Net sales								109,659		116,582		6,923		6%

						売上原価										0

				Gross profit 								15,172		16,218		1,046		7%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.9%

				SG&A								11,959		11,824		▲ 135		-1%

				Operating income								3,212		4,394		1,182		37%

						営業外収益										0

						営業外費用										0

				Ordinary income								3,045		4,703		1,658		54%

						特別損益 ソンエキ										0

				税金等調整前当期純利益												0

						法人税及び住民税										0

						法人税等調整額										0

						少数株主利益										0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		3,516		405		13%

				ROE（%)								7.6		7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)						Impact on Net sales（Million Yen）

										USD		105.29		111.06				699

										THB		3.01		3.28				781

										RMB		17.07		16.39				▲ 280

										HKD		13.58		14.24				391















業績ハイライト改

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												Q2実績 ジッセキ		Q2予想 ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				売上高								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価

				売上総利益								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.8%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				営業利益								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益

						営業外費用

				経常利益								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ

				税金等調整前当期純利益

						法人税及び住民税

						法人税等調整額

						少数株主利益

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								為替レート（円） カワセ エン

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24







												2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result		2Q Forecast		2Q result		YoY		vs Forecast

				Net sales								109,659		107,000		116,582		6%		9%

						売上原価												0

				Gross profit 								15,172		14,700		16,218		7%		10%

						Gross Profit Margin（％）						13.8%		13.7%		13.9%

				SG&A								11,959		12,000		11,824		-1%		-1%

				Operating income								3,212		2,700		4,394		37%		63%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								3,045		3,000		4,703		54%		57%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								3,111		2,200		3,516		13%		60%

				ROE（%)										7.6		7.8		7.8



								Exchange rate (Yen)

										USD		105.29		112.50		111.06

										THB		3.01		3.20		3.28

										RMB		17.07		16.30		16.39

										HKD		13.58		14.50		14.24















業績事業部門別

								2017/3期		2018/3期								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2		Q2		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						セグメント利益 リエキ		2,366		2,893		527		22%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						セグメント利益 リエキ		539		1,116		577		107%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						セグメント利益 リエキ		307		111		▲ 196		-64%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						セグメント利益 リエキ		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		116,582		6,923		6%

						セグメント利益 リエキ		3,212		4,394		1,182		37%



								2017/Mar		2018/Mar								Main points

								2Q		2Q		YoY

				Electronic
components		Net sales		82,784		85,918		3,134		4%				・電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 デンドウ コウグ イリョウ キキ ジム キキ ム コウチョウ

						Segment income		2,366		2,893		527		22%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		23,446		2,922		14%				・住宅向け・商業施設向け関連商材が好調。PC販売も市場厳しい中で健闘。 ジュウタク ム ショウギョウ シセツ ム カンレン ショウザイ コウチョウ ハンバイ シジョウ キビ ナカ ケントウ

						Segment income		539		1,116		577		107%

				Software		Net sales		1,442		1,142		▲ 300		-21%				・遊技機器向け案件減少。VR・AR*等の新規分野への開発投資が先行。 ユウギ キキ ム アンケン ゲンショウ ナド シンキ ブンヤ カイハツ トウシ センコウ

						Segment income		307		111		▲ 196		-64%

				Others		Net sales		4,909		6,075		1,166		24%				・アミューズメント業界向けゲーム機器　　事業、ゴルフ用品販売が堅調。 ケンチョウ

						Segment income		▲ 57		198		255		黒転 クロ テン

				Total		Net sales		109,659		116,582		6,923		6%

						Segment income		3,212		4,394		1,182		37%







業績事業部門別改

												2021/3期
1Q実績 キ ジッセキ				2022/3期
1Q実績 キ ジッセキ				前年比 ゼンネンヒ		2023/3期
1Q実績 ジッセキ				前年比 ゼンネンヒ





								電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		49,740				66,124						101,444				53.4%

										セグメント利益 リエキ		44				1,775						6,541				268.4%

								EMS		売上高 ウリアゲ ダカ		19,820				26,334						33,867				28.6%

										セグメント利益 リエキ		1,083				2,060						2,612				26.8%

								CSI		売上高 ウリアゲ ダカ		12,537				10,636						11,147				4.8%

										セグメント利益 リエキ		583				568						564				▲0.6%

								その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,031				2,854						2,842				▲0.4%

										セグメント利益 リエキ		▲89				14						79				451.6%

								合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		84,130				105,949						149,302				40.9%

										セグメント利益 リエキ		1,656				4,452						9,820				120.6%



												2017/Mar				2018/Mar		2018/Mar				2018/Mar		2018/Mar

												2Q Result				2Q Forecast		2Q result				2Q Forecast		2Q result

								Electronic
components		Net sales		82,784				81,000		85,918				81,000		85,918

										Segment income		2,366				2,150		2,893				2,150		2,893

								Information
Equipment		Net sales		20,524				20,500		23,446				20,500		23,446

										Segment income		539				550		1,116				550		1,116

								Software		Net sales		1,442				1,100		1,142				1,100		1,142

										Segment income		307				120		111				120		111

								Others		Net sales		4,909				4,400		6,075				4,400		6,075

										Segment income		-57				-120		198				-120		198

								Total		Net sales		109,659				107,000		116,582				107,000		116,582

										Segment income		3,212				2,700		4,394				2,700		4,394







地域別売上高

						2017/3期  Q2 　　　　  キ				2018/3期  Q2 キ

								（構成比） コウセイヒ				（構成比） コウセイヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%



						2017/Mar　　　　 		Composition		2018/Mar		Composition

						2Q		ratio		2Q		ratio		YoY

				Japan		74,151		68%		73,789		63%		▲ 362		-0%

				North america		3,362		3%		4,580		4%		1,218		36%

				Europe		1,172		1%		1,779		2%		607		52%

				East asia		30,985		28%		36,433		31%		5,448		18%

				Total		109,659		100%		116,582		100%		6,923		6%







地域別売上高改

						2017/3期   　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		Q2 予想  ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		Q2 実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				北米 ホクベイ		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				欧州 オウシュウ		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				東アジア ヒガシ		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				合計 ゴウケイケイ		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%



						2017/Mar　　　　 				2018/Mar　　　　 				2018/Mar

						2Q Result		Composition		2Q Forecast		Composition		2Q Result		Composition		YoY		vs Forecast

				Japan		74,151		68%		71,000		65%		73,789		63%		-0%		4%

				North america		3,362		3%		2,800		3%		4,580		4%		36%		64%

				Europe		1,172		1%		1,200		1%		1,779		2%		52%		48%

				East asia		30,985		28%		32,000		29%		36,433		31%		18%		14%

				Total		109,659		100%		107,000		98%		116,582		100%		6%		9%







BS（資産の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動資産 リュウドウシサン						103,684		104,238		554

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				26,423		30,393		3,970

						受取手形・売掛金 ウケトリテガタ ウリカケキン				52,008		50,024		▲ 1,984

						棚卸資産 タナオロシ シサン				19,324		19,135		▲ 189

						その他 タ				5,929		4,686		▲ 1,243







				固定資産 コテイシサン						22,067		22,966		899

						有形固定資産 ユウケイコテイシサン				11,745		11,999		254

						無形固定資産 ムケイコテイシサン				841		754		▲ 87

						投資等 トウシ トウ				9,479		10,211		732









				資産合計 シサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current assets						103,684		104,238		554

						Cash and deposits				26,423		30,393		3,970

						Notes and AR -trade				52,008		50,024		-1,984

						Inventories				19,324		19,135		-189

						Others				5,929		4,686		-1,243







				Non-current assets						22,067		22,966		899

						Property, plant and equipment				11,745		11,999		254

						Intangible assets				841		754		-87

						Investment and other assets				9,479		10,211		732











				Total assets						125,751		127,204		1,453







BS（負債の部）

										2017/3末 マツ		2017/9末 マツ		前期末比 マエ キマツ ヒ

				流動負債 リュウドウ フサイ						50,242		48,972		▲ 1,270

						支払手形・買掛金 シハライ テガタ カイカケキン				37,553		35,512		▲ 2,041

						短期借入金 タンキ カリイレ キン				4,883		5,455		572

						その他 タ				7,806		8,005		199

				固定負債 コテイ フサイ						9,576		9,224		▲ 352

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン				4,603		3,804		▲ 799

						その他 タ				4,973		5,420		447

				負債合計 フサイ ゴウケイ						59,819		58,197		▲ 1,622

				株主資本 カブヌシ シホン						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		資本金　　　　 シホンキン				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン				13,912		13,853		▲ 59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン				40,476		43,032		2,556

						自己株式 ジコ カブシキ				▲ 2,040		▲ 2,041		▲ 1

				その他の包括利益累計額合計 タ ホウカツ リ エキ ルイケイ ガク ゴウケイ						1,391		1,958		567

				非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モチブン						59		71		12

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						65,932		69,006		3,074

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						125,751		127,204		1,453



										March 31,
2017		September 30,
2017		YoY

				Current liabilities						50,242		48,972		-1,270

						Notes and AP -trade				37,553		35,512		-2,041

						Short-term loeans payable				4,883		5,455		572

						Others				7,806		8,005		199

				Non-current liabilities						9,576		9,224		-352

						Long-term loans payable				4,603		3,804		-799

						Others				4,973		5,420		447

				Total liabilities						59,819		58,197		-1,622

				Shareholders' equity						64,481		66,977		2,496

				　 資本金　　　　 シホンキン		Capital stock				12,133		12,133		0

				　 資本剰余金　　 シホン ジョウヨキン		Capital surplus				13,912		13,853		-59

				　 利益剰余金　　　 リエキ ジョウヨキン		Retained earnings				40,476		43,032		2,556

						Treasury shares				-2,040		-2,041		-1

				Total accumulated other 
comprehensive income 						1,391		1,958		567

				Non-controling interests						59		71		12

				Total net assets						65,932		69,006		3,074

				Total liabilities 
and net assets						125,751		127,204		1,453







キャッシュフロー

						2017/3期 
Q2 キ		2018/3期 
Q2 キ		前年比 ゼンネン

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ		7,723		5,875		▲ 1,848

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ		▲ 246		▲ 1,345		▲ 1,099

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ		▲ 2,253		▲ 1,265		988

				現金等の四半期末残高 ゲンキン トウ シ キマツ ザンダカ		25,683		29,387		3,704



						2017/Mar 
2Q		2018/Mar 
2Q		YoY

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875		-1,848

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345		-1,099

				Cash flows from financing activities		-2,253		-1,265		988

				Cash and cash equivalents 
at the end of the period		25,683		29,387		3,704







業績予想

												2017/3期		2018/3期		2018/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				売上高								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				売上総利益								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ						13.7%		13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				営業利益								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				経常利益								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								為替レート（円） カワセ エン								（下期） シモキ

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00





												2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Net sales								227,209		230,000		232,000		2%		1%

						売上原価												0

				Gross profit 								31,225		31,500		32,250		3%		2%

						Gross Profit Margin（％）						13.7%		13.7%		13.9%

				SG&A								24,346		24,500		24,750		2%		1%

				Operating income								6,879		7,000		7,500		9%		7%

						営業外収益												0

						営業外費用												0

				Ordinary income								7,343		7,500		8,200		12%		9%

						特別損益 ソンエキ												0

				税金等調整前当期純利益														0

						法人税及び住民税												0

						法人税等調整額												0

						少数株主利益												0

				Profit attributable to
owners of parent								6,975		5,500		6,300		-10%		15%

				ROE（%)								7.6				7.8		0.2



								Exchange rate (Yen)								for 2nd Half

										USD		108.38		112.50		110.50

										THB		3.08		3.20		3.30

										RMB		16.37		16.30		16.30

										HKD		13.97		14.50		14.00







業績修正前提

								2017/3期		2018/3期		2018/3期						オーガニック				下期より シモキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				56				40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15				10				5

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2				2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17				12				5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/3期		2018/3期		2018/3期						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				リスク				前倒し マエダオ

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				▲ 36				▲ 40

						売上原価								0

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8				▲ 3				▲ 5

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4				▲ 4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12				▲ 7				▲ 5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						オーガニック				下期より シモキ

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		difference				上振れ ウエ フ				前倒し マエダオ

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6				5.6				4.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5				1.0				0.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2				0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7				1.2				0.5

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6		7.6		7.8		0.2





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar						下振れ シタ フ				上期へ カミキ

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		difference				リスク				前倒し マエダオ

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6				-36.0				-40.0

						売上原価								0.0

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8				-3.0				-5.0

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4				-4.0

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2				-7.0				-5.0

						営業外収益								0

						営業外費用								0

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				ROE（%)				7.6				7.8		0.2







業績修正前提改

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				Q2実績 ジッセキ		Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,097		1,070		1,166		96				・EMSビジネス、情報機器事業の販売好調。
・下期計画から上期へ一部  前倒し。 ジョウホウ キキ ジギョウ ハンバイ コウチョウ シモキ ケイカク カミキ イチブ マエダオ

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				152		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				120		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		44		17





								2017/3期		2018/3期		2018/3期

				（単位：億円） タンイ オクエン				下期実績 シモキ ジッセキ		下期期初予想 シモキ キショ ヨソウ		下期今回予想 シモキ コンカイ ヨソウ		差異 サイ				主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,176		1,230		1,154		▲ 76				・遊技機器関連の法改正に  伴う需要減少。
・経費発生の期ズレ等。 ユウギ キキ カンレン ホウカイセイ トモナ ジュヨウ ゲンショウ ケイヒ ハッセイ キ ナド

				　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				161		168		160		▲ 8

				　販管費 ハンカンヒ				124		125		129		4

				営業利益 エイギョウ リエキ				37		43		31		▲ 12



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2Q Result		Q2 Forecast
previous		2Q Result		Difference				Major factors

				Net sales				109.7		107.0		116.6		9.6

				　Gross profit				15.2		14.7		16.2		1.5

				　SG&A				12.0		12.0		11.8		-0.2

				Operating income				3.2		2.7		4.4		1.7





								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar

				(Billion Yen)				2H Result		2H Forecast
previous		2H Forecast
current		Difference				Major factors

				Net sales				117.6		123.0		115.4		-7.6

				　Gross profit				16.1		16.8		16.0		-0.8

				　SG&A				12.4		12.5		12.9		0.4

				Operating income				3.7		4.3		3.1		-1.2







配当・ROE予想

								2017/3期		2018/3期		2018/3期

								実績 ジッセキ		期初予想 キ ショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ





				1株当たり当期純利益 リエキ				249.43		200.47		229.63		▲ 19.80		29.16

				1株当たり年間配当 ハイトウ				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						普通配当 フツウ ハイトウ		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						特別配当 トクベツ ハイトウ		20.00		-		5.00		▲ 15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp





								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)





				EPS				249.43		200.47		229.63		-19.80		29.16

				Dividends per share				60.00		60.00		65.00		+5.00		+5.00

						Ordinary dividends		40.00		60.00		60.00		+20.00		0.00

						Extraordinary dividends		20.00		-		5.00		-15.00		+5.00

				ROE				10.0%		8.1%		9.2%		-0.8pp		+1.1pp







事業部門別予想

								2017/3期 キ		2018/3期 キ		2018/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		171,227		175,000		176,000		3%		1%

						セグメント利益 リエキ		4,917		5,350		5,200		6%		-3%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		42,547		42,000		42,500		-0%		1%

						セグメント利益 リエキ		1,491		1,400		1,900		27%		36%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		3,159		3,000		2,500		-21%		-17%

						セグメント利益 リエキ		528		450		100		-81%		-78%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		10,274		10,000		11,000		7%		10%

						セグメント利益 リエキ		▲ 212		▲ 200		300		-242%		-250%

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		227,209		230,000		232,000		2%		1%

						営業利益 エイギョウ リエキ		6,879		7,000		7,500		9%		7%



								2017/Mar		2018Mar		2018/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast
(current)		YoY		vs Forecast
(previous)

				Electronic
components		Net sales		171,227		175,000				-100%		-100%

						Segment income		4,917		5,350				-100%		-100%

				Information
Equipment		Net sales		42,547		42,000				-100%		-100%

						Segment income		1,491		1,400				-100%		-100%

				Software		Net sales		3,159		3,000				-100%		-100%

						Segment income		528		450				-100%		-100%

				Others		Net sales		10,274		10,000				-100%		-100%

						Segment income		-212		-200				-100%		-100%

				Total		Net sales		227,209		230,000				-100%		-100%

						Segment income		6,879		7,000				-100%		-100%







地域別売上予想

						2017/3期  　　　　  キ				2018/3期   　　　　  キ				2018/3期   キ

						実績 ジッセキ		（構成比） コウセイヒ		期初予想 キショ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		今回予想 コンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		前年比 ゼンネン ヒ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ

				日本 ニホン		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				北米 ホクベイ		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				欧州 オウシュウ		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				東アジア ヒガシ		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				合計 ゴウケイケイ		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%





						2017/Mar　　　　 				2018/Mar   　　　　 				2018/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast
(current)		Composition		YoY		vs Forecast
(previous)

				Japan		151,912		67%		152,000		66%		147,000		63%		-3%		-3%

				North america		5,995		3%		5,500		2%		7,500		3%		25%		36%

				Europe		2,518		1%		2,500		1%		2,500		1%		-1%		0%

				East asia		66,783		29%		70,000		30%		75,000		32%		12%		7%

				Total		227,209		100%		230,000		100%		232,000		100%		2%		1%







業績ハイライト（予想比）

										2018/3期		2018/3期

										Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				売上高						107,000		116,582		9,582		9%

						売上原価								0

				売上総利益						14,700		16,218		1,518		10%

						同利益率（％） ドウ リエキ リツ				13.7%		13.9%

				販売費及び一般管理費						12,000		11,824		▲ 176		-1%

				営業利益						2,700		4,394		1,694		63%

						営業外収益								0

						営業外費用								0

				経常利益						3,000		4,703		1,703		57%

						特別損益 ソンエキ								0

				税金等調整前当期純利益										0

						法人税及び住民税								0

						法人税等調整額								0

						少数株主利益								0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク シ ハンキ ジュンリエキ						2,200		3,516		1,316		60%

				ROE（%)						7.6		7.8		0.2







事業部門別（計画比）

								2018/3期 キ		2018/3期 キ								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

								Q2期初予想 キショ ヨソウ		Q2実績 ジッセキ		差異 サイ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		81,000		85,918		4,918		6%				国内外の主要顧客の生産調整や遊技機器向けビジネスの低迷および ユウギ

						セグメント利益 リエキ		2,150		2,893		743		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,500		23,446		2,946		14%				パソコンやその他コンシューマ向け商品の取

						セグメント利益 リエキ		550		1,116		566		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,100		1,142		42		4%				アニメーションのCG制作やソフト開発などに注力。

						セグメント利益 リエキ		120		111		▲ 9		-8%

				その他 ソノタ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,400		6,075		1,675		38%				アミューズメント業界向けゲーム機器事業やゴルフ用品販売事業が消費の落。

						セグメント利益 リエキ		▲ 120		198		318		黒転 クロ テン

				合計 ゴウケイケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		107,000		116,582		9,582		9%

						セグメント利益 リエキ		2,700		4,394		1,694		63%
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2023年3月期第1四半期 セグメント別業績
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2023年3月期第1四半期：地域別売上高
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2022/3期
1Q実績

（円）

2023/3期
1Q実績

（円）

1%変動による影響額（百万円） 2023/3期
前提（円）売上高 営業利益

米国ドル 109.49 129.57 457 16 116.00

人民元 16.36 18.29 81 3 18.00

タイバーツ 3.50 3.77 64 3 3.50

香港ドル 14.10 16.51 49 2 14.50

ユーロ 131.96 138.12 3 0 130.00

為替レート／為替感応度
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『すべてはお客様のために』

問合せ先：IR・広報室
〒101-8629 東京都千代田区神田松永町20番地
TEL:03-5657-0106 
FAX:03-3254-7133
E-mail：webmaster@taxan.co.jp
https://www.taxan.co.jp



■ 将来見通しに係わる記述についての注意事項
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および
合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。

■ 本説明資料における表示方法
数値：表示単位未満を四捨五入 比率：円単位で計算後、表示単位の一桁下位を四捨五入
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