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FY2022/3
1H results

 Net sales increased, driven by the electronic components business that benefited 
from recovery in demand.

 Operating income increased significantly, achieving a record high for the first 
half, a result of higher gross profit reflecting higher sales, as well as facilitation of 
remote working, online conferencing and other tools, and efforts to curb expenses.

 Net income for the quarter decreased due to the absence of the 7.96 billion 
yen "gain on bargain purchase" resulting from the acquisition of EXCEL, which was 
posted as extraordinary income.

Overview of
the main
segments

Electronic
Components

• In the components sales business, the tight supply/demand balance of 
electronic components continued but volume could be secured by 
leveraging strength in procurement capabilities. Net sales 
increased, driven by robust demand.

• In the EMS business, sales in the automotive, industrial equipment, 
and medical product areas were solid. 

Information
Equipment

• PCs to educational institutions and PC peripheral equipment such 
as security software maintained the strong 1Q sales trend.

• Net sales declined due to the impact of a reactionary drop in the sale of 
PCs for remote work as well as extensions of construction periods in the 
LED and network device installation business caused by delayed delivery 
of products and materials.

FY2022/3
earnings 
forecast

 While taking note of the steady progress in the first half that exceeded initial plans, 
forecasts for the 3Q and beyond carefully incorporate the effects of risks such as 
opportunity loss arising from tight supply/demand balance of electronic components 
and soaring distribution costs.

 Forecast for net sales remains unchanged. Forecast for operating income is raised 
by 2 billion yen, targeting another record high for the third consecutive fiscal year.
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Summary of Financial Results for FY2022/3 2Q

Shareholder
return

 Interim and year-end dividends will both be increased by 5 yen from the initial 
forecast, to 45 yen per share.

 Full-year dividend will be 90 yen per share, an increase of 10 yen from 80 yen 
paid in the previous fiscal year. 



FY2022/3 2Q Financial Highlights 
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（million yen）

YoY

Net Sales 188,859 223,009 18.1% 470,000 47.4%

Gross Profit 21,641 11.5% 27,133 12.2% 25.4% ー ー ー

SG&A 17,206 9.1% 18,832 8.4% 9.4% ー ー ー

Operating income 4,434 2.3% 8,300 3.7% 87.2% 13,000 2.8% 63.9%

Ordinary income 4,338 2.3% 8,452 3.8% 94.8% 12,000 2.6% 70.4%

10,772 5.7% 5,624 2.5% -47.8% 8,000 1.7% 70.3%

EPS（yen） 392.30 － 207.39 ー － 291.20 － －

Exchange Rate USD 106.92 － 109.80 ー － 110.50 － ー

Progress
rate

FY2022/3
Forecasrt

Profit attibutable to
owners of parent

FY2021/3
2Q Results

FY2022/3
2Q Results

（announced on May 13, 2021）

Note: The Accounting Standard for Revenue Recognition (ASBJ Statement No. 29, March 31, 2020), etc. was
applied from the beginning of FY2022/3 1Q.
As a result, compared to the previous method, in this 2Q, net sales decreased by 2,358million yen.
Operating income, ordinary income, and profit before income taxes also decreased by 15million yen each.


業績ハイライト改

														FY2021/3						FY2022/3										FY2022/3						Progress
rate

														2Q Results						2Q Results						YoY				Forecasrt



				Net Sales										188,859						223,009						18.1%				470,000						47.4%

						売上原価

				Gross Profit										21,641		11.5%				27,133		12.2%				25.4%				ー		ー				ー

				SG&A										17,206		9.1%				18,832		8.4%				9.4%				ー		ー				ー

				Operating income										4,434		2.3%				8,300		3.7%				87.2%				13,000		2.8%				63.9%

						営業外収益

						営業外費用

				Ordinary income										4,338		2.3%				8,452		3.8%				94.8%				12,000		2.6%				70.4%

						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

				Profit attibutable to 
owners of parent										10,772		5.7%				5,624		2.5%				-47.8%				8,000		1.7%				70.3%

				EPS（yen）										392.30		－				207.39		ー				－				291.20		－				－

				Exchange Rate						USD				106.92		－				109.80		ー				－				110.50		－				ー







														2017/Mar						2018/Mar										2018/Mar

														Result						Forecast						YoY				Forecast						YoY

				Net sales										109,659						107,000						ERROR:#REF!				107,000						ERROR:#REF!

						売上原価																				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

				Gross profit 										15,172						14,700						ERROR:#REF!				14,700						ERROR:#REF!

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

				SG&A										11,959						12,000						ERROR:#REF!				12,000						ERROR:#REF!

				Operating income										3,212						2,700						ERROR:#REF!				2,700						ERROR:#REF!

						営業外収益																				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

						営業外費用																				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

				Ordinary income										3,045						3,000						ERROR:#REF!				3,000						ERROR:#REF!

						特別損益 ソンエキ																				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

				税金等調整前当期純利益																						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

						法人税及び住民税																				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

						法人税等調整額																				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

						少数株主利益																				ERROR:#REF!										ERROR:#REF!

				Profit attributable to
owners of parent										3,111						2,200						ERROR:#REF!				2,200						ERROR:#REF!

				EPS



								Exchange rate (Yen)

										USD				105.29						112.50										112.50

										THB				3.01						3.20										3.20

										RMB				17.07						16.30										16.30

										HKD				13.58						14.50										14.50















業績事業部門別改

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

								実績 ジッセキ		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		81,000		85,918		4%		6%				・遊技機器向けは低調も、電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 ユウギ キキ ム テイチョウ 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		2,150		2,893		22%		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		20,500		23,446		14%		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		550		1,116		107%		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,100		1,142		-21%		4%				・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		120		111		-64%		-8%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		4,400		6,075		24%		38%				・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		▲ 120		198		黒字転換 クロジ テンカン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		107,000		116,582		6%		9%

						セグメント利益 リエキ		3,212		2,700		4,394		37%		63%



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar								Main points

								Result		Forecast		Result		YoY		vs Forecast

				Electronic
components		Net sales		82,784		81,000		85,918		4%		6%

						Segment income		2,366		2,150		2,893		22%		35%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		20,500		23,446		14%		14%

						Segment income		539		550		1,116		107%		103%

				Software		Net sales		1,442		1,100		1,142		-21%		4%

						Segment income		307		120		111		-64%		-8%

				Others		Net sales		4,909		4,400		6,075		24%		38%

						Segment income		-57		-120		198		Return to surplus

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

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







地域別売上高改

						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		前回予想  ゼンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		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

						Result		Composition		Forecast		Composition		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		2018/3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		March 31,
2018		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		2018/3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		Mach 31,
2018		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
実績 キ ジッセキ		2018/3期
実績 キ ジッセキ

				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

				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

				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

				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



						2017/Mar 
Result		2018/Mar 
Result

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345

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

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







キャッシュフロー改

						2017/3期
実績 キ ジッセキ		2018/3期
実績 キ ジッセキ

				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

				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

				フリーキャッシュフロー		7,477		4,530

				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

				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





						2017/Mar 
Result		2018/Mar 
Result

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345

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

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







業績予想

												2018/3期		2018/3期		2019/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		予想 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
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク トウ 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

										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





												2018/Mar		2018Mar		2019/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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)

										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		2018/3		2018/3		期初予想との差異 キ ショ ヨソウ サイ

				（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						主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,096		1,070		1,165		95				・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				151		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				119		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		43		16





								2017/3		2018/3		2018/3		期初予想との差異 キ ショ ヨソウ サイ

				（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						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。 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

				　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

								2018/3期		2018/3期		2019/3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





								2018/Mar		2018Mar		2019/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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

								2018/3期 キ		2019/3期 キ		2019/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		予想 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		5,500		12%		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		1,500		1%		7%

				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		200		-62%		-56%

				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		-		-

				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%



								2018/Mar		2019/Mar		2019/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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

						2018/3期  　　　　  キ				2019/3期   　　　　  キ				2019/3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		予想 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%





						2018/Mar　　　　 				2019/Mar   　　　　 				2019/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast		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%
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Progress
YoY rate

Net sales 156,887 194,406 23.9% 404,000 48.1%

Segment income 3,083 2.0% 7,123 3.7% 131.1% 9,900 2.5% 72.0%

Net sales 23,192 18,713 -19.3% 45,000 41.6%

Segment income 1,160 5.0% 910 4.9% -21.6% 2,300 5.1% 39.6%

Net sales 1,274 1,237 -2.9% 3,000 41.3%

Segment income 86 6.8% -109 ー ー 300 10.0% ー

Net sales 7,505 8,651 15.3% 18,000 48.1%

Segment income 36 0.5% 320 3.7% 787.3% 500 2.8% 64.1%

Net sales 188,859 223,009 18.1% 470,000 47.4%

Segment income 4,434 2.3% 8,300 3.7% 87.2% 13,000 2.8% 63.9%

FY2021/3
2Q Results
FY2022/3 FY2022/3

Forecast2Q Results

Electronic
Component

Information
Equipment

Software

Others

Total

FY2022/3 2Q Results by Business Segment 

3

Note: Figures of each segment income are not inter-segment adjusted.
Total amount is inter-segment adjusted (operating income).

（announced on May 13, 2021）

（million yen）


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

														FY2021/3						FY2022/3												FY2022/3								Progress

														2Q Results						2Q Results								YoY				Forecast								rate



								Electronic
Component		Net sales				156,887						194,406								23.9%				404,000								48.1%

										Segment income				3,083		2.0%				7,123				3.7%				131.1%				9,900				2.5%				72.0%

								Information
Equipment		Net sales				23,192						18,713								-19.3%				45,000								41.6%

										Segment income				1,160		5.0%				910				4.9%				-21.6%				2,300				5.1%				39.6%

								Software		Net sales				1,274						1,237								-2.9%				3,000								41.3%

										Segment income				86		6.8%				-109				ー				ー				300				10.0%				ー

								Others		Net sales				7,505						8,651								15.3%				18,000								48.1%

										Segment income				36		0.5%				320				3.7%				787.3%				500				2.8%				64.1%

								Total		Net sales				188,859						223,009								18.1%				470,000								47.4%

										Segment income				4,434		2.3%				8,300				3.7%				87.2%				13,000				2.8%				63.9%



														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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2Q

Kaga 
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Kaga FEI Excel 2022/3
2Q

4.2% 5.1%
1.6% 3.3%2.3%

3.7%

+1,782
+1,152

+1,072

+2,997 ＋1,540 +1,094

＊ EXCEL's actual results for FY2021/3 2Q do not include results of overseas subsidiaries’ FY2021/Jan-Mar period.

Sales increased for all three companies. In FY 
2021/3, EXCEL's overseas subsidiaries were not 
consolidated for the January-to-March period.*

Income increased for all three companies, owing to 
higher sales that led to higher income and improved 
profit margin.

Although expenses increased with growth in sales, 
the SG&A ratio improved for all three companies.

Significant improvement in profit margin at Kaga
Electronics. Both Kaga FEI and EXCEL returned to the 
black.

Net Sales Gross profit / Gross profit margin

SG&A / SG&A ratio Operating income / Operating income marjin

note :With respect to gross profit and operating income, figures presented above are before consolidation 
adjustments between the two companies. For reference, after consolidation adjustments, 
gross profit stood at -146million yen, and operating income came to -135 million yen.

2022/3 2QResults

2022/3 2QResults

2022/3 2QResults

2022/3 2QResults

（million yen）



FY2022/3 2Q Results by Company
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(note) With respect to gross profit and operating income, figures presented above are before consolidation adjustments 
between the three companies. 

. 

YoY

Net sales 110,535 125,272 13.3%

Gross Profit 15,853 14.3% 18,850 15.1% 18.9%

operating income 4,619 4.2% 6,402 5.1% 38.6%

Net sales 59,720 68,240 14.3%

Gross Profit 4,784 8.0% 6,325 9.3% 32.2%

operating income -84 -0.1% 1,067 1.6% ー

Net sales 18,604 29,495 58.5%

Gross Profit 1,009 5.4% 2,103 7.1% 108.4%

operating income -106 -0.6% 966 3.3% ー

Net sales 188,859 223,009 18.1%

Gross Profit 21,641 11.5% 27,133 12.2% 25.4%

operating income 4,434 2.3% 8,300 3.7% 87.2%

Kaga
Electronics

Kaga
FEI

Excel

Total

2021/3
2Q Results

2022/3
2Q Results

（million yen）


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						2022/3

														2Q Results						2Q Results						YoY



								Kaga
Electronics		Net sales				110,535						125,272						13.3%

										Gross Profit				15,853		14.3%				18,850		15.1%				18.9%

										operating income				4,619		4.2%				6,402		5.1%				38.6%

								Kaga
FEI		Net sales				59,720						68,240						14.3%

										Gross Profit				4,784		8.0%				6,325		9.3%				32.2%

										operating income				-84		-0.1%				1,067		1.6%				ー

								Excel		Net sales				18,604						29,495						58.5%

										Gross Profit				1,009		5.4%				2,103		7.1%				108.4%

										operating income				-106		-0.6%				966		3.3%				ー

								Total		Net sales				188,859						223,009						18.1%

										Gross Profit				21,641		11.5%				27,133		12.2%				25.4%

										operating income				4,434		2.3%				8,300		3.7%				87.2%



														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







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%









Financial Highlights: Electronic Component Segment

6

（Million Yen）

Net Sales
Segment income

Net sales/Segment income YoY

+ 37,519million yen

+4,040million yen

23.9％Up
131.1％Up

2021/3
2Q

2022/3
2Q

156,887

3,083

194,406

7,123

・ In the components sales business, tight 
supply/demand balance of semiconductors and 
electronic components persisted, but by leveraging 
strength in procurement capabilities as an 
independent trading company, sales increased driven 
by robust demand from a broad range of industries.

・ Adjustments in the financial periods of the overseas 
subsidiaries of EXCEL, acquired in the previous 
fiscal year, had the effect of boosting sales.

・ The EMS business remained firm in categories such 
as automotive, industrial equipment, and medical 
products.
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Financial Highlights: Information Equipment Segment 

7

Net sales/Segment income YoY

Net Sales
Segment income

-4,478million yen

-250million yen

19.3%Down
21.6%Down

（Million Yen）

・ PCs to educational institutions and PC peripheral 
equipment such as security software continued to 
see strong sales.

・ Sales of PCs to corporate users were slow, as 
remote work-related demand had run its course; 
product supply problems caused by a shortage of 
electronic components also had an effect.

・ In the LED lighting and network device installation 
business, net sales declined due to extensions of 
construction periods resulting from delayed delivery 
of products and materials caused by a shortage of 
components.



FY2022/3 2Q Financial Highlights（3months）

8

Net Sales 104,729 105,949 117,059 11.8% 10.5%

Gross Profit 11,643 11.1% 13,550 12.8% 13,582 11.6% 16.7% 0.2%

SG&A 8,864 8.5% 9,098 8.6% 9,733 8.3% 9.8% 7.0%

Operating income 2,778 2.7% 4,452 4.2% 3,848 3.3% 38.5% -13.6%

Ordinary income 2,804 2.7% 4,566 4.3% 3,885 3.3% 38.5% -14.9%

2,128 2.0% 2,872 2.7% 2,752 2.4% 29.3% -4.2%

EPS（yen） 77.53 ー 104.55 ー 102.48 ー － －

Profit attibutable to
owners of parent

YoY QoQ
2QResults
FY2021/3

2QResults
FY2022/3

1QResults
FY2022/3

Reference

（million yen）


業績ハイライト改

										FY2021/3						FY2022/3						FY2022/3						YoY				QoQ

										2QResults						1QResults						2QResults



				Net Sales						104,729						105,949						117,059						11.8%				10.5%

						売上原価

				Gross Profit						11,643		11.1%				13,550		12.8%				13,582		11.6%				16.7%				0.2%

				SG&A						8,864		8.5%				9,098		8.6%				9,733		8.3%				9.8%				7.0%

				Operating income						2,778		2.7%				4,452		4.2%				3,848		3.3%				38.5%				-13.6%

						営業外収益

						営業外費用

				Ordinary income						2,804		2.7%				4,566		4.3%				3,885		3.3%				38.5%				-14.9%

						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

				Profit attibutable to 
owners of parent						2,128		2.0%				2,872		2.7%				2,752		2.4%				29.3%				-4.2%

				EPS（yen）						77.53		ー				104.55		ー				102.48		ー				－				－







										2017/Mar						2018/Mar						2018/Mar

										Result						Forecast						Result						YoY				vs Forecast

				Net sales						109,659						107,000												-100%				-100%

						売上原価																						0

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

						Gross Profit Margin（％）				13.8%						13.7%						ERROR:#DIV/0!

				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%

				EPS





										105.29						112.50						111.06

										3.01						3.20						3.28

										17.07						16.30						16.39

										13.58						14.50						14.24
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業績事業部門別改

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

								実績 ジッセキ		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		81,000		85,918		4%		6%				・遊技機器向けは低調も、電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 ユウギ キキ ム テイチョウ 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		2,150		2,893		22%		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		20,500		23,446		14%		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		550		1,116		107%		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,100		1,142		-21%		4%				・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		120		111		-64%		-8%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		4,400		6,075		24%		38%				・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		▲ 120		198		黒字転換 クロジ テンカン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		107,000		116,582		6%		9%

						セグメント利益 リエキ		3,212		2,700		4,394		37%		63%



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar								Main points

								Result		Forecast		Result		YoY		vs Forecast

				Electronic
components		Net sales		82,784		81,000		85,918		4%		6%

						Segment income		2,366		2,150		2,893		22%		35%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		20,500		23,446		14%		14%

						Segment income		539		550		1,116		107%		103%

				Software		Net sales		1,442		1,100		1,142		-21%		4%

						Segment income		307		120		111		-64%		-8%

				Others		Net sales		4,909		4,400		6,075		24%		38%

						Segment income		-57		-120		198		Return to surplus

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

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







地域別売上高改

						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		前回予想  ゼンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		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

						Result		Composition		Forecast		Composition		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		2018/3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		March 31,
2018		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		2018/3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		Mach 31,
2018		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
実績 キ ジッセキ		2018/3期
実績 キ ジッセキ

				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

				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

				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

				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



						2017/Mar 
Result		2018/Mar 
Result

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345

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

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







キャッシュフロー改

						2017/3期
実績 キ ジッセキ		2018/3期
実績 キ ジッセキ

				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

				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

				フリーキャッシュフロー		7,477		4,530

				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

				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





						2017/Mar 
Result		2018/Mar 
Result

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345

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

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







業績予想

												2018/3期		2018/3期		2019/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		予想 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
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク トウ 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

										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





												2018/Mar		2018Mar		2019/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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)

										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		2018/3		2018/3		期初予想との差異 キ ショ ヨソウ サイ

				（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						主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,096		1,070		1,165		95				・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				151		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				119		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		43		16





								2017/3		2018/3		2018/3		期初予想との差異 キ ショ ヨソウ サイ

				（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						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。 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

				　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

								2018/3期		2018/3期		2019/3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





								2018/Mar		2018Mar		2019/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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

								2018/3期 キ		2019/3期 キ		2019/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		予想 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		5,500		12%		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		1,500		1%		7%

				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		200		-62%		-56%

				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		-		-

				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%



								2018/Mar		2019/Mar		2019/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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

						2018/3期  　　　　  キ				2019/3期   　　　　  キ				2019/3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		予想 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%





						2018/Mar　　　　 				2019/Mar   　　　　 				2019/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast		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%
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9

Note: Figures of each segment income are not inter-segment adjusted.
Total amount is inter-segment adjusted (operating income).

Net sales 88,690 90,624 103,782 17.0% 14.5%

Segment income 1,897 2.1% 3,699 4.1% 3,423 3.3% 80.5% -7.5%

Net sales 10,654 10,636 8,077 -24.2% -24.1%

Segment income 577 5.4% 568 5.3% 342 4.2% -40.8% -39.8%

Net sales 783 568 669 -14.5% 17.8%

Segment income 131 16.8% -67 -11.8% -42 -6.3% ー ー

Net sales 4,600 4,120 4,530 -1.5% 9.9%

Segment income 137 3.0% 217 5.3% 103 2.3% -25.0% -52.4%

Net sales 104,729 105,949 117,059 11.8% 10.5%

Segment income 2,778 2.7% 4,452 4.2% 3,848 3.3% 38.5% -13.6%

YoY QoQ

Software

Others

Total

Electronic
Component

Information
Equipment

2QResults
FY2022/3

1QResults
FY2022/3

2QResults
FY2021/3

Reference

（million yen）


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

														FY2021/3						FY2022/3						FY2022/3								YoY				QoQ

														2QResults						1QResults						2QResults



								Electronic
Component		Net sales				88,690						90,624						103,782								17.0%				14.5%

										Segment income				1,897		2.1%				3,699		4.1%				3,423				3.3%				80.5%				-7.5%

								Information
Equipment		Net sales				10,654						10,636						8,077								-24.2%				-24.1%

										Segment income				577		5.4%				568		5.3%				342				4.2%				-40.8%				-39.8%

								Software		Net sales				783						568						669								-14.5%				17.8%

										Segment income				131		16.8%				-67		-11.8%				-42				-6.3%				ー				ー

								Others		Net sales				4,600						4,120						4,530								-1.5%				9.9%

										Segment income				137		3.0%				217		5.3%				103				2.3%				-25.0%				-52.4%

								Total		Net sales				104,729						105,949						117,059								11.8%				10.5%

										Segment income				2,778		2.7%				4,452		4.2%				3,848				3.3%				38.5%				-13.6%



														2017/Mar												2018/Mar		2018/Mar

														2Q Result												2Q Forecast		2Q result										YoY

								Electronic
components		Net sales				82,784												81,000		85,918										4%

										Segment income				2,366												2,150		2,893										22%

								Information
Equipment		Net sales				20,524												20,500		23,446										14%

										Segment income				539												550		1,116										107%

								Software		Net sales				1,442												1,100		1,142										-21%

										Segment income				307												120		111										-64%

								Others		Net sales				4,909												4,400		6,075										24%

										Segment income				-57												-120		198										Return to surplus

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

										Segment income				3,212												2,700		4,394										37%







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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Net Sales Gross profit / Gross profit margin

SG&A / SG&A ratio Operating income / Operating income marjin

Income increased for all three companies, owing to 
higher net sales and improved profit margin

Despite cost increases due to higher sales at Kaga
Electronics, the consolidated SG&A ratio declined

EXCEL was flat year on year but Kaga Electronics 
and Kaga FEI drove growth in net sales
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-66
+787 +367

Kaga FEI returned to the black. Income increased, 
as the profit margin continued to improve. 

+851 +860 +245

note :With respect to gross profit and operating income, figures presented above are before consolidation 
adjustments between the two companies. For reference, after consolidation adjustments, 
gross profit stood at -20million yen, and operating income came to -14 million yen.

2022/3 2QResults 2022/3 2QResults

2022/3 2QResults 2022/3 2QResults

Reference

（million yen）

14.5% 14.2%

8.0%
9.2%

4.8%
6.5%11.1%

11.6%

4.7% 4.1%

0.6%

2.9%
2.7% 3.3%2.0%



FY2022/3 2Q Results by Company (3months）
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Note: Figures of each segment income are not inter-segment adjusted.
Total amount is inter-segment adjusted (operating income).

Net sales 58,041 60,115 65,157 12.3% 8.4%

Gross Profit 8,410 14.5% 9,588 16.0% 9,261 14.2% 10.1% -3.4%

operating income 2,749 4.7% 3,719 6.2% 2,683 4.1% -2.4% -27.9%

Net sales 30,548 32,145 36,095 18.2% 12.3%

Gross Profit 2,455 8.0% 3,009 9.4% 3,316 9.2% 35.0% 10.2%

operating income -65 -0.2% 346 1.1% 721 2.0% ー 108.0%

Net sales 16,139 13,688 15,807 -2.1% 15.5%

Gross Profit 779 4.8% 1,079 7.9% 1,024 6.5% 31.5% -5.1%

operating income 91 0.6% 507 3.7% 458 2.9% 401.6% -9.6%

Net sales 104,729 105,949 117,059 11.8% 10.5%

Gross Profit 11,643 11.1% 13,550 12.8% 13,582 11.6% 16.7% 0.2%

operating income 2,778 2.7% 4,452 4.2% 3,848 3.3% 38.5% -13.6%

YoY QoQ
2021/3

2QResults
2022/3

2QResults1QResults
2022/3

Kaga
Electronics

Kaga FEI

Excel

Total

Reference

（million yen）


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						2022/3						2022/3						YoY				QoQ

														2QResults						1QResults						2QResults



								Kaga
Electronics		Net sales				58,041						60,115						65,157						12.3%				8.4%

										Gross Profit				8,410		14.5%				9,588		16.0%				9,261		14.2%				10.1%				-3.4%

										operating income				2,749		4.7%				3,719		6.2%				2,683		4.1%				-2.4%				-27.9%

								Kaga FEI		Net sales				30,548						32,145						36,095						18.2%				12.3%

										Gross Profit				2,455		8.0%				3,009		9.4%				3,316		9.2%				35.0%				10.2%

										operating income				-65		-0.2%				346		1.1%				721		2.0%				ー				108.0%

								Excel		Net sales				16,139						13,688						15,807						-2.1%				15.5%

										Gross Profit				779		4.8%				1,079		7.9%				1,024		6.5%				31.5%				-5.1%

										operating income				91		0.6%				507		3.7%				458		2.9%				401.6%				-9.6%

								Total		Net sales				104,729						105,949						117,059						11.8%				10.5%

										Gross Profit				11,643		11.1%				13,550		12.8%				13,582		11.6%				16.7%				0.2%

										operating income				2,778		2.7%				4,452		4.2%				3,848		3.3%				38.5%				-13.6%



														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







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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-235million yen
24.2％Down
40.8％Down

（million yen）

QoQ
Net Sales
Segment income

/

/

-2,558million yen

-226million yen

24.1％Down
39.8％Down

Refelence



86,250 95,062 96,618 

121,388 

141,942 136,843 

2020/3 2021/3 2021/9

33,306 36,825 37,215 

174,331 

200,179 196,245 

2020/3 2021/3 2021/9

Balance Sheet Main Items
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207,638 207,638

Current assets

Non-current assets

Total liabilities

Total net assets

Total assets Total liabilities and net assets

237,004 237,004233,461 233,461

（million yen）



Balance Sheet Main Items
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31,908 

37,948 

51,169 

26.3 
32.8 

42.0 

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

50. 0

0

10, 000

20, 000

30, 000

40, 000

50, 000

60, 000

70, 000

2020/3 2021/3 2021/9

（millon yen, day）

Notes and A/P 

Inventories Accounts receivable/Accounts payable

Inventory turnover

Inventories

Notes and A/R

notes：・Notes and A/R are amounts including Electronically recorded monetary claims-operating
・A/R turnover ＝ Notes and A/R ÷ Net sales × 365(2021/9:183)（day）
・A/P turnover ＝ Notes and A/P ÷ Total purchase of goods ×

365(2021/9:183) （day）

91,371 

108,394 

96,652 

70,188 
79,854 

70,486 

64.6 

79.8 

61.4 

75.2 

93.7 

79.3 

-50.0

-30.0

-10.0

10. 0

30. 0

50. 0

70. 0

90. 0

0

20, 000

40, 000

60, 000

80, 000

100 ,000

120 ,000

140 ,000

160 ,000

2020/3 2021/3 2021/9

A/R turnover

A/P turnover

note：Inventory turnover ＝ Inventories ÷ Net Sales ×
365(2020/9:183)（day）



Cash and Deposits/Interest Bearing Debt/Cash Flows
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Cash and Deposits/Interest Bearing Debt

Cash and deposits

D/E ratio

note：D/E ratio ＝ Interest bearing debts ÷ Shareholder’s equity
Net D/E ratio ＝（Interest bearing debts - Cash and deposits） ÷ Shareholder’s equity

（times）

43,384 
45,636 

40,191 

28,736 

38,261 

44,223 

0.37 
0.42 0.48 

-0.19 
-0.08 

0.04 

-3.00

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.0 0

0.5 0

0

10, 000

20, 000

30, 000

40, 000

50, 000

60, 000

2020/3 2021/3 2021/9

Net D/E ratio

Cash flows

22,406 

9,999

-2,013 -3,651 -2,453 

-3,699 

-7,544 
-6,851 

529 

2020/3 2021/3 202019

2020/3 2021/3 2021/9

Cash flows from 
operating activities

Cash flows from 
financing activities  

Cash flows from 
investing activities

Interest bearing debts

（million yen）
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Forecast for the Fiscal Year 
ending March 2022



Forecast for FY2022/3
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Changes YoY

Net sales 422,365 470,000 470,000 ー 11.3% 500,000

Operating income 11,467 2.7% 13,000 2.8% 15,000 3.2% 15.4% 30.8% 13,000 2.6%

Ordinary income 11,241 2.7% 12,000 2.6% 14,500 3.1% 20.8% 29.0% ー ー

11,399 2.7% 8,000 1.7% 9,000 1.9% 12.5% -21.1% ー ー

415.07 291.20 336.84 ー ー -18.8% ー ー

ROE 13.5% 8.5% 9.7% ー 1.2pt -3.8pt 8.0%
or higher

Management
Targets FY2022/3

Profit attributable to
owners of parent

FY2021/3
Results Current Forecast

FY2022/3

EPS

FY2022/3
Initial Forecast

（announced on May 13, 2021）

Note: The Accounting Standard for Revenue Recognition (ASBJ Statement No. 29, March 31, 2020), etc. is
applied from the beginning of FY2022/3 1Q, and thus the above consolidated earnings forecasts are
figures after this accounting standard, etc. has been applied.

（million yen）


業績ハイライト改

														FY2021/3						FY2022/3						FY2022/3														Management

														Results						Initial Forecast						Current Forecast						Changes				YoY				Targets FY2022/3



				Net sales										422,365						470,000						470,000						ー				11.3%				500,000

						売上原価

				売上総利益										47,016

						売上総利益率 ウリアゲソウリエキリツ								10.6%

				販売費及び一般管理費										37,001

				Operating income										11,467		2.7%				13,000		2.8%				15,000		3.2%				15.4%				30.8%				13,000		2.6%

						営業外収益

						営業外費用

				Ordinary income										11,241		2.7%				12,000		2.6%				14,500		3.1%				20.8%				29.0%				ー		ー

						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

				Profit attributable to
owners of parent										11,399		2.7%				8,000		1.7%				9,000		1.9%				12.5%				-21.1%				ー		ー

				EPS										415.07						291.20						336.84		ー				ー				-18.8%				ー		ー

				ROE										13.5%						8.5%						9.7%		ー				1.2pt				-3.8pt				8.0%
or higher

























































								Exchange rate (Yen)

										USD				105.29												112.50														112.50

										THB				3.01												3.20														3.20

										RMB				17.07												16.30														16.30

										HKD				13.58												14.50														14.50















業績事業部門別改

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

								実績 ジッセキ		前回予想 ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		予想比 ヨソウ ヒ

				電子部品 デンシ ブヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		82,784		81,000		85,918		4%		6%				・遊技機器向けは低調も、電動工具、医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 ユウギ キキ ム テイチョウ 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		2,150		2,893		22%		35%

				情報機器 ジョウホウ キキ		売上高 ウリアゲ ダカ		20,524		20,500		23,446		14%		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		550		1,116		107%		103%

				ソフトウェア		売上高 ウリアゲ ダカ		1,442		1,100		1,142		-21%		4%				・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		120		111		-64%		-8%

				その他 ホカ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,909		4,400		6,075		24%		38%				・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		▲ 120		198		黒字転換 クロジ テンカン

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		109,659		107,000		116,582		6%		9%

						セグメント利益 リエキ		3,212		2,700		4,394		37%		63%



								2017/Mar		2018/Mar		2018/Mar								Main points

								Result		Forecast		Result		YoY		vs Forecast

				Electronic
components		Net sales		82,784		81,000		85,918		4%		6%

						Segment income		2,366		2,150		2,893		22%		35%

				Information
Equipment		Net sales		20,524		20,500		23,446		14%		14%

						Segment income		539		550		1,116		107%		103%

				Software		Net sales		1,442		1,100		1,142		-21%		4%

						Segment income		307		120		111		-64%		-8%

				Others		Net sales		4,909		4,400		6,075		24%		38%

						Segment income		-57		-120		198		Return to surplus

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

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







地域別売上高改

						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		前回予想  ゼンカイ ヨソウ		（構成比） コウセイヒ		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

						Result		Composition		Forecast		Composition		Result		Composition		YoY		vs Forecast

				Japan		74,151		68%		71,000		65%		738		1%		-99%		-99%

				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		2018/3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		March 31,
2018		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		2018/3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		Mach 31,
2018		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
実績 キ ジッセキ		2018/3期
実績 キ ジッセキ

				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

				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

				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

				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



						2017/Mar 
Result		2018/Mar 
Result

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345

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

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







キャッシュフロー改

						2017/3期
実績 キ ジッセキ		2018/3期
実績 キ ジッセキ

				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

				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

				フリーキャッシュフロー		7,477		4,530

				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

				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





						2017/Mar 
Result		2018/Mar 
Result

				Cash flows from operating activities		7,723		5,875

				Cash flows from investing activities		-246		-1,345

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

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







業績予想

												2018/3期		2018/3期		2019/3期

												実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		予想 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
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク ゾク トウ 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

										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





												2018/Mar		2018Mar		2019/Mar

												Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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)

										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		2018/3		2018/3		期初予想との差異 キ ショ ヨソウ サイ

				（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						主な要因 オモ ヨウイン

				売上高				1,096		1,070		1,165		95				・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				151		147		162		15

				　販管費 ハンカンヒ				119		120		118		▲ 2

				営業利益 エイギョウ リエキ				32		27		43		16





								2017/3		2018/3		2018/3		期初予想との差異 キ ショ ヨソウ サイ

				（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						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。 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

				　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

								2018/3期		2018/3期		2019/3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





								2018/Mar		2018Mar		2019/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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

								2018/3期 キ		2019/3期 キ		2019/3期 キ

								実績 ジッセキ		期初予想 キショ ヨソウ		予想 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		5,500		12%		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		1,500		1%		7%

				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		200		-62%		-56%

				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		-		-

				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%



								2018/Mar		2019/Mar		2019/Mar

								Result		Forecast 
(previous)		Forecast		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

						2018/3期  　　　　  キ				2019/3期   　　　　  キ				2019/3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		予想 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%





						2018/Mar　　　　 				2019/Mar   　　　　 				2019/Mar  

						Result		Composition		Forecast 
(previous)		Composition		Forecast		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%
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<Upside risks>
- Robust demand 
environment
- Favorable earnings 
momentum 
<Downside risks>
- Opportunity loss due 
to tight components 
supply
- Surge in crude oil 
prices, rise in 
transportation costs

Risk factors in 
earnings fluctuations

Not incorporated

（million yen）



Changes YoY

Net sales 353,454 404,000 409,000 1.2% 15.7%

Segment income 8,151 2.3% 9,900 2.5% 12,300 3.0% 24.2% 50.9%

Net sales 48,389 45,000 40,000 -11.1% -17.3%

Segment income 2,482 5.1% 2,300 5.1% 2,000 5.0% -13.0% -19.4%

Net sales 2,932 3,000 3,000 ー 2.3%

Segment income 263 9.0% 300 10.0% 200 6.7% -33.3% -24.0%

Net sales 17,589 18,000 18,000 ー 2.3%

Segment income 474 2.7% 500 2.8% 500 2.8% ー 5.5%

Net sales 422,365 470,000 470,000 ー 11.3%

Segment income 11,467 2.7% 13,000 2.8% 15,000 3.2% 15.4% 30.8%

Results
FY2022/3

Initial Forecast
FY2022/3

Current Forecast
FY2021/3

Electronic
components

Information
equipment

Software

Others

Total

Forecast for FY2022/3 by Business Segment
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Note: 1. Figures of each segment income are not inter-segment adjusted. Total amount is inter-segment 
adjusted (operating income).

2. The Accounting Standard for Revenue Recognition (ASBJ Statement No. 29, March 31, 2020), etc. is
applied from the beginning of FY2022/3 1Q, and thus the above consolidated earnings forecasts are
figures after this accounting standard, etc. has been applied.

（million yen）

（announced on May 13, 2021）


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

														FY2021/3						FY2022/3								FY2022/3

														Results						Initial Forecast								Current Forecast								Changes				YoY



								Electronic components		Net sales				353,454						404,000		50,546						409,000		358,454						1.2%				15.7%

										Segment income				8,151		2.3%				9,900		1,749		2.5%				12,300		10,551		3.0%				24.2%				50.9%

								Information equipment		Net sales				48,389						45,000		▲ 3,389						40,000		43,389						-11.1%				-17.3%

										Segment income				2,482		5.1%				2,300		▲ 182		5.1%				2,000		2,182		5.0%				-13.0%				-19.4%

								Software		Net sales				2,932						3,000		68						3,000		2,932						ー				2.3%

										Segment income				263		9.0%				300		37		10.0%				200		163		6.7%				-33.3%				-24.0%

								Others		Net sales				17,589						18,000		411						18,000		17,589						ー				2.3%

										Segment income				474		2.7%				500		26		2.8%				500		474		2.8%				ー				5.5%

								Total		Net sales				422,365						470,000		47,635						470,000		422,365						ー				11.3%

										Segment income				11,467		2.7%				13,000		1,533		2.8%				15,000		13,467		3.2%				15.4%				30.8%



														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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Appendix



Segment disclosure associated of the Medium-Term 
Management Plan
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Continuous disclosure based on current segmentation according to legal financial accounting, 
along with voluntary disclosure based on segmentation in line with the new Medium-Term 
Management Plan

Current segments

Legal financial accounting

CSI*

 Sales of PCs and PC peripherals
 Sales of home electric appliances 

and lighting fixtures
 Sales of photograph and imaging 

products

Electronic 
components

 Sales of semiconductors
 Sales of general electronic 

components
 Sales of various devices

EMS  Electronic equipment manufacture 
contracting services

Others

 Production of CG video and 
software

 Sales of amusement equipment

 Repair and support for electronics 
equipment
 Sales of sports goods

Electronic 
components

 Sales of semiconductors
 Sales of general electronic 

components
 Sales of various kinds of 

devices

Components sales business

EMS business
 Electronic equipment 

manufacture contracting 
services

Information 
equipment

 Sales of PCs and PC 
peripherals
 Sales of home electric 

appliances and lighting fixtures
 Sales of photograph and 

imaging products

Others

Software  Production of CG video and 
software

Segments in Medium-Term Management Plan

Management Accounting

 Sales of amusement 
equipment
 Repair and support for 

electronics equipment
 Sales of sports goods

Reference

*CSI: Consumer & System Integrator  



Business segments of Parent company and 
Group companies
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Electronic
Components EMS CSI Others

KAGA ELECTRONICS CO., LTD.
Electronics Business Division ● ● (●) ●
EMS Business Division ●
Communication Network Sales Division ● ● ● (●)
Specific Industry Business Division ● ● (●) ●
Sales Promotion Division ●

Major Affiliates in Japan
KAGA TECH CO., LTD. ● (●) (●) (●)
KAGA DEVICES CO., LTD. ● ● ● ●
KAGA SOLUTION NETWORK CO., LTD. ●
AD DEVICE CO., LTD. ●
KAGA MICRO SOLUTIONCO., LTD. ● (●) ●
DIGITAL MEDIA LAB., INC. ●
KAGA SPORTS CO., LTD. ●
KAGA AMUSEMENT CO., LTD. ●
KAGA TECHNOSERVICE CO., LTD. ●
KAGA FEI CO., LTD.(former:FUJITSU ELECTRONICS INC.) ●
KAGA EMS TOWADA CO., LTD. ●
EXCEL CO., LTD. ●
KYOKUTO ELECTRIC CO.,LTD. ●

Major Affiliates Overseas
KAGA TAXAN (SUZHOU) ELECTRONICS CO., LTD. ●
KAGA (SHANGHAI) ELECTRONICS CO., LTD. (●) ●
KAGA (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD. ●
KAGA (H.K.) ELECTRONICS LIMITED ●
KAGA DEVICES (H.K.) LIMITED ●
KAGA (TAIWAN) ELECTRONICS CO., LTD ● (●)
KAGA ELECTRONICS (THAILAND) COMPANY LIMITED (●) ●
KAGA COMPONENTS (MALAYSIA) SDN.BHD. ●
KAGA ELECTRONICS INDONESIA, PT ● ●
KAGA ELECTRONICS (VIETNAM) CO., LTD. ●
KAGA (SINGAPORE) ELECRONICS PTE LTD ● (●) (●)
KAGA ELECTRONICS (USA) INC. ● ●
TAXAN MEXICO S.A. de C.V. ●
KD TEC s.r.o. ● ●

Reference



FY2022/3 2Q Results by Business Segment of
the Medium-Term Management Plan
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Note : Figures of each segment income are not inter-segment adjusted.
Total amount is inter-segment adjusted (operating income).

Net sales 117,287 144,790 23.4%

Segment income 851 0.7% 3,948 2.7% 363.4%

Net sales 42,940 53,453 24.5%

Segment income 2,265 5.3% 3,322 6.2% 46.6%

Net sales 23,192 18,713 -19.3%

Segment income 1,160 5.0% 910 4.9% -21.6%

Net sales 5,438 6,052 11.3%

Segment income 88 1.6% 64 1.1% -26.8%

Net sales 188,859 223,009 18.1%

Segment income 4,434 2.3% 8,300 3.7% 87.2%

CSI

Others

Total

Electronic
Componens

EMS

YoY
2Q Results
FY2021/3 FY2022/3

2Q Results

Reference

（million yen）


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

														FY2021/3						2020/3期 キ				FY2022/3								YoY				予想比 ヨソウ ヒ								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

														2Q Results						前回予想(*) ゼンカイ ヨソウ				2Q Results																予想比 ヨソウ ヒ



								Electronic
Componens		Net sales				117,287						290,000				144,790								23.4%				-50.1%				-100%				・遊技機器向けは低調も、電動工具、  医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 ユウギ キキ ム テイチョウ 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				851		0.7%				4,000				3,948		2.7%						363.4%				▲11.2%				-100%

								EMS		Net sales				42,940						100,000				53,453								24.5%				▲6.7%				-100%				・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				2,265		5.3%				3,500				3,322		6.2%						46.6%				-5.1%				-100%

								CSI		Net sales				23,192						39,000				18,713								-19.3%				-52.0%				-100%				・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				1,160		5.0%				1,000				910		4.9%						-21.6%				-9.0%				-100%

								Others		Net sales				5,438						13,000				6,052								11.3%				-53.4%				-100%				・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				88		1.6%				500				64		1.1%						-26.8%				-87.2%				-100%

								Total		Net sales				188,859						442,000				223,009								18.1%				-49.5%				-100%

										Segment income				4,434		2.3%				9,000				8,300		3.7%						87.2%				-7.8%				-100%



														2017/Mar										2018/Mar				2018/Mar																Main points

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

								Electronic
components		Net sales				82,784										81,000				85,918								4%				6%				・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										2,150				2,893								22%				35%

								Information
Equipment		Net sales				20,524										20,500				23,446								14%				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										550				1,116								107%				103%

								Software		Net sales				1,442										1,100				1,142								-21%				4%				・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										120				111								-64%				-8%

								Others		Net sales				4,909										4,400				6,075								24%				38%				・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										-120				198								Return to surplus

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

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







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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Note : Figures of each segment income are not inter-segment adjusted.
Total amount is inter-segment adjusted (operating income).

Net sales 67,547 66,124 78,665 16.5% 19.0%

Segment income 807 1.2% 1,775 2.7% 2,172 2.8% 169.2% 22.4%

Net sales 23,120 26,334 27,118 17.3% 3.0%

Segment income 1,181 5.1% 2,060 7.8% 1,262 4.7% 6.8% -38.7%

Net sales 10,654 10,636 8,077 -24.2% -24.1%

Segment income 577 5.4% 568 5.3% 342 4.2% -40.8% -39.8%

Net sales 3,406 2,854 3,198 -6.1% 12.0%

Segment income 177 5.2% 14 0.5% 49 1.6% -71.8% 245.0%

Net sales 104,729 105,949 117,059 11.8% 10.5%

Segment income 2,778 2.7% 4,452 4.2% 3,848 3.3% 38.5% -13.6%

Electronic
Componens

EMS

YoY
2Q Results
FY2021/3 FY2022/3

2Q Results
FY2022/3
1Q Results

QoQ

CSI

Others

Total

Reference

（million yen）


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

														FY2021/3						2020/3期 キ				FY2022/3						FY2022/3								YoY				予想比 ヨソウ ヒ				QoQ								増減の主なポイント ゾウゲン オモ

														2Q Results						前回予想(*) ゼンカイ ヨソウ				1Q Results						2Q Results																				予想比 ヨソウ ヒ



								Electronic
Componens		Net sales				67,547						290,000				66,124						78,665								16.5%				19.0%				19.0%				-100%				・遊技機器向けは低調も、電動工具、  医療機器、事務機器向けEMS*ビジネスが好調。 ユウギ キキ ム テイチョウ 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				807		1.2%				4,000				1,775		2.7%				2,172		2.8%						169.2%				53.8%				22.4%				-100%

								EMS		Net sales				23,120						100,000				26,334						27,118								17.3%				3.0%				3.0%				-100%				・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				1,181		5.1%				3,500				2,060		7.8%				1,262		4.7%						6.8%				▲28.0%				-38.7%				-100%

								CSI		Net sales				10,654						39,000				10,636						8,077								-24.2%				▲24.1%				-24.1%				-100%				・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				577		5.4%				1,000				568		5.3%				342		4.2%						-40.8%				▲39.8%				-39.8%				-100%

								Others		Net sales				3,406						13,000				2,854						3,198								-6.1%				12.0%				12.0%				-100%				・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				177		5.2%				500				14		0.5%				49		1.6%						-71.8%				245.0%				245.0%				-100%

								Total		Net sales				104,729						442,000				105,949						117,059								11.8%				10.5%				10.5%				-100%

										Segment income				2,778		2.7%				9,000				4,452		4.2%				3,848		3.3%						38.5%				4.0%				-13.6%				-100%



														2017/Mar										2017/Mar						2018/Mar				2018/Mar																				Main points

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

								Electronic
components		Net sales				82,784										82,784						81,000				85,918								4%								6%				・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										2,366						2,150				2,893								22%								35%

								Information
Equipment		Net sales				20,524										20,524						20,500				23,446								14%								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										539						550				1,116								107%								103%

								Software		Net sales				1,442										1,442						1,100				1,142								-21%								4%				・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										307						120				111								-64%								-8%

								Others		Net sales				4,909										4,909						4,400				6,075								24%								38%				・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										-57						-120				198								Return to surplus

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

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







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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Quarterly Net Sales Trends by Business Segment

売上高Net Sales

84,130

104,729 105,406

128,099

105,949

Information equipment
YoY    ： -2,577
QoQ ： -2,558

Electronic equipment
YoY   ： +15,091
QoQ ： +13,158

Software
YoY    ： -113
QoQ ： +101 

Othe
YoY   ： -70
QoQ ： +409

Total
YoY ： +12,330
QoQ ： +11,110

117,059

（million yen）
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Quarterly Segment income Trends by Business Segment

Segment Income

1,185 

1,897 
2,335 
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3,423 
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-44 

131 

20 

156 

-67 -42 
-101 

137 

112 

325 

217 

103 

2021/3
1QResults

2021/3
2QResults

2021/3
3QResults

2021/3
4QResults

2022/3
1QResults

2022/3
2QResults

Note: Figures of each segment income are not inter-segment adjusted.
Total amount is inter-segment adjusted (operating income).

Information equipment
YoY     ： -235
QoQ ： -226

Electronic equipment
YoY ： +1,526
QoQ ： ▲276

Software
YoY    ： -173
QoQ ： ＋25

Other
YoY ： -34
QoQ ： -113

Total
YoY ： +1,069
QoQ ： ▲603

1,656

2,778
3,082

3,950

4,452

3,848

（million yen）
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Quarterly Net Sales Trends by Region

Net Sales

21,482 

38,070 39,038 
47,212 

39,477 42,770 1,894 

4,687 3,573 

3,467 
3,915 

4,301 

7,419

3,827 6,175
5,276

7,454
8,721

53,334

58,143 56,619 

72,142 

55,101
61,266 

2021/3
1QResults

2021/3
2QResults

2021/3
3QResults

2021/3
4QResults

2022/3
1QResults

2022/3
2QResults

Europe
YoY ： -386
QoQ ： +386

Asia
YoY ： +4,699
QoQ ： +3,292

North America
YoY ： ＋4,894
QoQ ： ＋1,266

Japan
YoY ： +3,122
QoQ ： +6,164

Total
YoY    ： +12,330
QoQ ： +11,110

84,130

104,729 105,406 

128,099

105,949
117,059

（million yen）



FY2021/3
2Q Results

（yen）

FY2022/3
2Q Results

（yen）

（Reference）
Effect of 1% change

（million yen） Forex 
assumption

for FY2022/3
(yen)

Net Sales Ordinary 
income

USD 106.92 109.80 588 18 110.50

THB 3.38 3.42 115 7 3.50

RMB 15.39 16.66 112 4 17.00

HKD 13.80 14.13 107 3 14.00

Exchange Rate/FOREX Sensitivity

29



“Everything we do is
for our customers

20 Kandamatsunagacho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8629
Contact: Investor Relations & Public Relations Office
TEL:+81-3-5657-0106 
FAX:+81-3-3254-7133
E-mail： webmaster@taxan.co.jp 
https://www.taxan.co.jp/en/



■ Forward-looking statements in these materials are based on information available to management 
at the time this report was prepared and assumptions that management believes are reasonable. 
Actual results may differ significantly from these statements for a number of reasons.

■ Display method in this material
Number :  Truncated less than the display unit.
Ratio     :  After calculation in yen units, Round down one digit of Display unit.
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