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本日の内容本日の内容

20132013年年33月期月期 第第22四半期四半期 決算概要決算概要

20132013年年33月期月期 業績見通し業績見通し

＆＆

事業環境の変化と成長戦略事業環境の変化と成長戦略



20132013年年33月期月期 第第22四半期四半期 決算概要決算概要

2013年3月期 業績見通し

＆

事業環境の変化と成長戦略



20132013年年33月期月期 上期上期 総括総括

事事 業業 環環 境境

円相場高止まりによる、国内メーカーの輸出競争力低下円相場高止まりによる、国内メーカーの輸出競争力低下

中国リスク、南欧州ソブリンリスクから先行き不透明な環境中国リスク、南欧州ソブリンリスクから先行き不透明な環境

モバイル機器（タブレット、スマートフォンモバイル機器（タブレット、スマートフォン etc.etc. ）の競争激化）の競争激化

業業 績績

前年同期比、減収増益前年同期比、減収増益

上記事業環境の影響を受け減収なるも、販売管理費削減および上記事業環境の影響を受け減収なるも、販売管理費削減および

為替差損改善により増益為替差損改善により増益

トト ピピ ッッ クク スス

物流コスト合理化のためのセンター用地取得物流コスト合理化のためのセンター用地取得

EMSEMSビジネス拡大のため、香港にビジネス拡大のため、香港に WiseWise OpsOps 社設立社設立 （（20122012年年55月）月）



20132013年年33月期月期 上期上期 ハイライトハイライト

連連連連 結結結結

2012201220122012年年年年3333月期月期月期月期

上期実績上期実績上期実績上期実績

2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期

上期予想上期予想上期予想上期予想

（（（（2012.5.152012.5.152012.5.152012.5.15公表公表公表公表））））

2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期

上期実績上期実績上期実績上期実績

金金金金 額額額額((((百万円百万円百万円百万円)))) 金金金金 額額額額((((百万円百万円百万円百万円)))) 金金金金 額額額額((((百万円百万円百万円百万円))))

対前年同期対前年同期対前年同期対前年同期 対予想対予想対予想対予想

＜＜＜＜上段上段上段上段＞＞＞＞増減額増減額増減額増減額((((百万円百万円百万円百万円))))

＜＜＜＜下段下段下段下段＞＞＞＞増減率増減率増減率増減率（（（（%%%%））））

売売売売 上上上上 高高高高 37,576 36,500 35,294
△△△△2,282

△△△△6.1

△△△△1,206

△△△△3.3

営業利益営業利益営業利益営業利益

【【【【営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率】】】】

681

【【【【1.8%】】】】

580

【【【【1.6%】】】】

548

【【【【1.6%】】】】

△△△△133

△△△△19.5

△△△△32

△△△△5.5

経常利益経常利益経常利益経常利益

【【【【経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率】】】】

593

【【【【1.6%】】】】

640

【【【【1.8%】】】】

624

【【【【1.8%】】】】

＋＋＋＋31

＋＋＋＋5.2

△△△△16

△△△△2.5

四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益

【【【【純利益率純利益率純利益率純利益率】】】】

496

【【【【1.3%】】】】

450

【【【【1.2%】】】】

457

【【【【1.3%】】】】

△△△△39

△△△△7.8

+7

＋＋＋＋1.6

ＥＰＳＥＰＳＥＰＳＥＰＳ((((円円円円)))) 57.28 51.93 52.84 △△△△4.44 ＋＋＋＋0.91

配当配当配当配当((((円円円円)))) 15 15 15 （（（（据据据据ええええ置置置置きききき）））） （（（（予想通予想通予想通予想通りりりり））））

総資産総資産総資産総資産 35,837 32,600 38,696
＋＋＋＋2,859

＋＋＋＋8.0

＋＋＋＋6,096

＋＋＋＋18.7

純資産純資産純資産純資産 22,893 23,400 23,439
＋＋＋＋546

＋＋＋＋2.4

+39

＋＋＋＋0.2

ＢＰＳＢＰＳＢＰＳＢＰＳ((((円円円円)))) 2,641.60 2,700.11 2,702.15 ＋＋＋＋60.55 ＋＋＋＋2.04

【【【【自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率】】】】 【【【【63.9%】】】】 【【【【71.8%】】】】 【【【【60.5%】】】】 △△△△3.4pt △△△△11.3pt



20132013年年33月期月期 上期上期 損益状況：対前年同期損益状況：対前年同期

連連連連 結結結結

2012201220122012年年年年3333月期月期月期月期

上期実績上期実績上期実績上期実績

2020202013131313年年年年3333月期月期月期月期

上期実績上期実績上期実績上期実績

金金金金 額額額額

((((百万円百万円百万円百万円))))

売上高比売上高比売上高比売上高比

(%)(%)(%)(%)

金金金金 額額額額

((((百万円百万円百万円百万円))))

売上高比売上高比売上高比売上高比

(%)(%)(%)(%)

対前年同期対前年同期対前年同期対前年同期

主主主主なななな増減要因増減要因増減要因増減要因

((((金額金額金額金額はははは百万円百万円百万円百万円))))
増減額増減額増減額増減額

((((百万円百万円百万円百万円))))

増減率増減率増減率増減率

(%)(%)(%)(%)

売上高売上高売上高売上高 37,576 100.0 35,294 100.0 △△△△2,282 △△△△6.1

売上原価売上原価売上原価売上原価 35,094 93.4 33,132 93.9 △△△△1,962 △△△△5.6

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 2,482 6.6 2,162 6.1 △△△△320 △△△△12.9

販管費販管費販管費販管費 1,800 4.8 1,613 4.6 △△△△187 △△△△10.4

営業利益営業利益営業利益営業利益 681 1.8 548 1.6 △△△△133 △△△△19.5

営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益 92 0.2 105 0.3 ＋＋＋＋13 ＋＋＋＋14.1

営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用 180 0.5 30 0.1 △△△△150 △△△△83.3

経常利益経常利益経常利益経常利益 593 1.6 624 1.8 ＋＋＋＋31 ＋＋＋＋5.2

特別利益特別利益特別利益特別利益 5 0.01 ―――― ―――― △△△△5 ――――

特別損失特別損失特別損失特別損失 33 0.1 8 0.02 △△△△25 △△△△75.8

四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益 496 1.3 457 1.3 △△△△39 △△△△7.8

� アジア 21,070

前年同期比△13.5%

� 国内 14,224

前年同期比 ＋7.6%

� 人件費 前年同期比△93

�運賃及び荷造り費

前年同期比△42

� 為替差損 0

前年同期比△145

� 投資有価証券評価損 6

前年同期比△12

� 事業所閉鎖損失 ―

前年同期比△10

� 低粗利の大口商談のウエート上昇



20132013年年33月期月期 上期上期 財務状況：対前期末財務状況：対前期末

連連連連 結結結結

2012201220122012年年年年3333月期末月期末月期末月期末 2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期 上期末上期末上期末上期末

金金金金 額額額額

((((百万円百万円百万円百万円))))

構成比構成比構成比構成比

（％）（％）（％）（％）

金金金金 額額額額

((((百万円百万円百万円百万円))))

構成比構成比構成比構成比

（％）（％）（％）（％）

対前期末対前期末対前期末対前期末

増減額増減額増減額増減額

((((百万円百万円百万円百万円))))

主主主主なななな増減要因増減要因増減要因増減要因

（（（（金額金額金額金額はははは百万円百万円百万円百万円））））

流動資産流動資産流動資産流動資産 29,649 88.1 34,492 89.1 ＋＋＋＋4,843

固定資産固定資産固定資産固定資産 3,994 11.9 4,204 10.9 ＋＋＋＋210

資資資資 産産産産

合合合合 計計計計

33,643 100.0 38,696 100.0 ＋＋＋＋5,052

流動負債流動負債流動負債流動負債 9,450 28.1 14,110 36.5 ＋＋＋＋4,660

固定負債固定負債固定負債固定負債 1,186 3.5 1,146 3.0 △△△△40

負負負負 債債債債 合合合合 計計計計 10,636 31.6 15,257 39.4 ＋＋＋＋4,620

純純純純 資資資資 産産産産 合合合合 計計計計 23,007 68.4 23,439 60.6 ＋＋＋＋431

負負負負 債債債債 純純純純 資資資資 産産産産

合合合合 計計計計

33,643 100.0 38,696 100.0 ＋＋＋＋5,052

� 現預金 ＋1,589

� 受手・売掛 ＋2,217

� 在庫 ＋1,008

� 有形固定資産 ＋239

� 支手・買掛 ＋4,973

� 利益剰余金 ＋ 328



キャッシュ・フローの状況キャッシュ・フローの状況

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物 現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物

2012201220122012年年年年3333月期末月期末月期末月期末 2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期 上期末上期末上期末上期末

営業活動営業活動営業活動営業活動営業活動営業活動営業活動営業活動 投資活動投資活動投資活動投資活動投資活動投資活動投資活動投資活動 財務活動財務活動財務活動財務活動財務活動財務活動財務活動財務活動

2,546 △△△△286 △△△△683

••短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減短期借入金純減

△△△△△△△△577577577577577577577577

••有形固定資産取得有形固定資産取得有形固定資産取得有形固定資産取得有形固定資産取得有形固定資産取得有形固定資産取得有形固定資産取得

△△△△△△△△298298298298298298298298

••税金等調整前四半期純利益税金等調整前四半期純利益税金等調整前四半期純利益税金等調整前四半期純利益税金等調整前四半期純利益税金等調整前四半期純利益税金等調整前四半期純利益税金等調整前四半期純利益

＋＋＋＋＋＋＋＋615615615615615615615615

••仕入債務増加仕入債務増加仕入債務増加仕入債務増加仕入債務増加仕入債務増加仕入債務増加仕入債務増加

＋＋＋＋＋＋＋＋4,9354,9354,9354,9354,9354,9354,9354,935

••売上債権増加売上債権増加売上債権増加売上債権増加売上債権増加売上債権増加売上債権増加売上債権増加

△△△△△△△△1,9581,9581,9581,9581,9581,9581,9581,958

••たなたなたなたな卸資産増加卸資産増加卸資産増加卸資産増加たなたなたなたな卸資産増加卸資産増加卸資産増加卸資産増加

△△△△△△△△969969969969969969969969



2012201220122012年年年年3333月期月期月期月期 上期実績上期実績上期実績上期実績 2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期 上期実績上期実績上期実績上期実績

20132013年年33月期月期 上期上期 品目別売上高品目別売上高

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））



20132013年年33月期月期 上期上期 連結営業利益増減要因分析：対前年同期連結営業利益増減要因分析：対前年同期

2012201220122012年年年年3333月期月期月期月期 上期実績上期実績上期実績上期実績 2013201320132013年年年年3333月期月期月期月期 上期実績上期実績上期実績上期実績

151151

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

169169
187187



2013年3月期 第2四半期 決算概要

20132013年年33月期月期 業績見通し業績見通し

＆＆

事業環境の変化と成長戦略事業環境の変化と成長戦略



20132013年年33月期月期 業績見通し業績見通し

連 結

２０１２年３月期実績 ２０１３年３月期

上期 下期 通期 上期実績 下期予想 通期予想 上期実績 下期予想 通期予想

金 額(百万円) 金 額（百万円）

＜上段＞対前年同期・増減額（百万円）

＜下段＞対前年同期・増減率（％）

売 上 高 37,576 37,816 75,392 35,294 54,706 90,000
△△△△2,282

△△△△6.1

＋＋＋＋16,890

＋＋＋＋44.7

＋＋＋＋14,608

＋＋＋＋19.4

営業利益

【営業利益率】

681

【【【【1.8%】】】】

430

【【【【1.1%】】】】

1,111

【【【【1.5%】】】】

548

【【【【1.6%】】】】

682

【【【【1.2%】】】】

1,230

【【【【1.4%】】】】

△△△△133

△△△△19.5

＋＋＋＋252

＋＋＋＋58.6

＋＋＋＋119

＋＋＋＋10.6

経常利益

【経常利益率】

593

【【【【1.6%】】】】

546

【【【【1.4%】】】】

1,139

【【【【1.5%】】】】

624

【【【【1.8%】】】】

676

【【【【1.2%】】】】

1,300

【【【【1.4%】】】】

+31

+5.2

＋＋＋＋130

＋＋＋＋23.8

＋＋＋＋161

＋＋＋＋14.0

当期純利益

【当期純利益率】

496

【【【【1.3%】】】】

236

【【【【0.6%】】】】

732

【【【【1.0%】】】】

457

【【【【1.3%】】】】

473

【【【【0.9%】】】】

930

【【【【1.0%】】】】

△△△△39

△△△△7.8

＋＋＋＋237

＋＋＋＋100.4

＋＋＋＋198

＋＋＋＋26.9

ＥＰＳ（円） 57.28 27.23 84.53 52.84 54.47 107.31 △△△△4.44 ＋＋＋＋27.24 ＋＋＋＋22.78

配当（円） 15 15 30 15 15 30 （（（（据据据据ええええ置置置置きききき）））） （（（（据据据据ええええ置置置置きききき））））

総資産 35,837 33,643 38,696 39,800
+2,859

+8.0

＋＋＋＋6,157

＋＋＋＋18.3

純資産 22,893 23,007 23,439 23,900
＋＋＋＋546

＋＋＋＋2.4

＋＋＋＋893

＋＋＋＋3.9

ＢＰＳ（円） 2,641.60 2,654.80 2,702.15 2,757.81 ＋＋＋＋60.55 ＋＋＋＋103.00

【自己資本比率】 【【【【63.9%】】】】 【【【【68.4%】】】】 【【【【60.5%】】】】 【【【【60.1%】】】】 △△△△3.4pt △△△△8.3pt



20132013年年33月期月期 業績見通し業績見通し 品目別売上高品目別売上高

2012201220122012年年年年3333月期実績月期実績月期実績月期実績 2013201320132013年年年年3333月期予想月期予想月期予想月期予想

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

【【【【参考参考参考参考】】】】品目別売上高推移品目別売上高推移品目別売上高推移品目別売上高推移（（（（上期上期上期上期・・・・下期別下期別下期別下期別））））

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

0909・・33期期 1010・・33期期 1111・・33期期 1212・・33期期 1313・・33期期
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期

下

期

上

期

下

期

上

期

下

期

上

期

下

期

上

期

下

期
予

想



20132013年年33月期月期 業績見通し業績見通し 連結営業利益増減要因分析連結営業利益増減要因分析

2012201220122012年年年年3333月期月期月期月期 2013201320132013年年年年3333月期予想月期予想月期予想月期予想

322322

435435

876876

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））



株主還元株主還元
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配当総額配当総額配当総額配当総額 自己株取得額自己株取得額自己株取得額自己株取得額 当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益（百万円）

40万株・544百万円

自己株式取得

2006年年年年

3月期月期月期月期

2007年年年年

3月期月期月期月期

2008年年年年

3月期月期月期月期

2009年年年年

3月期月期月期月期

2010年年年年

3月期月期月期月期

2011年年年年

3月期月期月期月期

2012年年年年

3月期月期月期月期

2013年年年年

3月期月期月期月期

（（（（予想予想予想予想））））

配当性向配当性向配当性向配当性向

（％）（％）（％）（％）

9.6 10.3 14.2 24.3 22.5 28.4 35.5 28.0

1株当株当株当株当りりりり配当金配当金配当金配当金

（（（（円円円円））））

25 27 30 30 30 30 30 30



当社を取り巻く経営環境当社を取り巻く経営環境



第第55次中期経営計画次中期経営計画（（12.312.3－－14.314.3））の基本方針と基本戦略の基本方針と基本戦略

選択と集中選択と集中

攻めの攻めの

管理部門管理部門

オープンでオープンで

クリーンな経営クリーンな経営



第第55次中期経営計画次中期経営計画（（12.312.3－－14.314.3））の業績目標と経営指標の業績目標と経営指標

連結売上高連結売上高連結売上高 連結経常利益連結経常利益連結経常利益 自己資本比率自己資本比率自己資本比率 ＲＯＥＲＯＥＲＯＥ 配当金配当金配当金



200200億円の億円の

事業拡大事業拡大

2121プロジェクトプロジェクト

継続継続1010

新規新規1111

基本方針①基本方針① 成長戦略（選択と集中）成長戦略（選択と集中）

20132013年年

33月期月期



規 模
規規 模模

伸

長

伸伸

長長

商流の変化を見据えた事業戦略の推進商流の変化を見据えた事業戦略の推進



88プロジェクトを推進プロジェクトを推進

��エコ、環境ビジネスエコ、環境ビジネス

��国内ビッグユーザー向け大口ビジネス国内ビッグユーザー向け大口ビジネス

成長戦略プロジェクト（成長戦略プロジェクト（EX20EX20）の推進：）の推進：ININ⇔⇔ININ

◆◆ＣＳの強化ＣＳの強化

◆◆大口物件へのデザインイン活動大口物件へのデザインイン活動

◆◆選択と集中を推進し、選択と集中を推進し、

高効率営業と生産性の向上高効率営業と生産性の向上

◆◆Ｍ＆ＡＭ＆Ａ

◆◆新マーケット創出のための投資新マーケット創出のための投資



11プロジェクトを推進プロジェクトを推進

��グローバル企業向け大口ビジネスグローバル企業向け大口ビジネス

成長戦略プロジェクト（成長戦略プロジェクト（EX20EX20）の推進：）の推進：ININ⇒⇒OUTOUT

◆グローバル企業への対応◆グローバル企業への対応

・戦略ユーザー・戦略ユーザー22社社

・候補先・候補先1010社社

◆為替リスク管理の強化◆為替リスク管理の強化

◆海外進出企業への支援◆海外進出企業への支援



55プロジェクトを推進プロジェクトを推進

��海外新規リソースの海外新規リソースの

国内ビッグユーザー向けビジネス国内ビッグユーザー向けビジネス

成長戦略プロジェクト（成長戦略プロジェクト（EX20EX20）の推進：）の推進：OUTOUT⇒⇒ININ

◆台湾・中国を中心として◆台湾・中国を中心として

ローカルメーカーの商権確立ローカルメーカーの商権確立

・半導体・半導体

・液晶・液晶

・原材料・原材料

・電源・電源

◆ＥＭＳ事業の拡大◆ＥＭＳ事業の拡大



77プロジェクトを推進プロジェクトを推進

��ＥＭＳ事業ＥＭＳ事業

��日系リソースの海外メーカー向けビジネス日系リソースの海外メーカー向けビジネス

��海外リソースの日系メーカー向けビジネス海外リソースの日系メーカー向けビジネス

��日系リソースの日系メーカー向けビジネス日系リソースの日系メーカー向けビジネス

成長戦略プロジェクト（成長戦略プロジェクト（EX20EX20）の推進：）の推進：OUTOUT⇔⇔OUTOUT

◆台湾・中国の大手メーカー◆台湾・中国の大手メーカー

の商権確立の商権確立

・営業員の増強・営業員の増強

・債権管理・債権管理

◆日系企業との人脈構築◆日系企業との人脈構築



グローバルベースでの管理体制の構築と高度化グローバルベースでの管理体制の構築と高度化

・為替リスク管理

・与信管理

・在庫管理

・為替リスク管理

・与信管理

・在庫管理

・人事制度のグローバル化

・海外拠点展開

・人事制度のグローバル化

・海外拠点展開

ⅠⅠ.. 中長期インフラ整備中長期インフラ整備

ⅢⅢ.. データ分析の高度化データ分析の高度化

ⅡⅡ.. 重要なリスク管理システムの強化重要なリスク管理システムの強化

・管理会計制度の見直し
・管理会計制度の見直し

基本方針②基本方針② 攻めの管理部門攻めの管理部門

ⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡ

ⅢⅢⅢ



オープンでクリーンな経営オープンでクリーンな経営

・ 「企業理念Ｅｘ２１」の浸透と実践

・ 「法令順守マニュアル」の理解と実践

・ 「企業理念Ｅｘ２１」の浸透と実践

・ 「法令順守マニュアル」の理解と実践

ⅠⅠ.. 法令順守の徹底と企業倫理の維持強化法令順守の徹底と企業倫理の維持強化

ⅡⅡ.. 内部統制システムの高度化内部統制システムの高度化

Ⅲ. リスクマネジメントの強化リスクマネジメントの強化

ⅣⅣ.. 経営透明化の推進経営透明化の推進

基本方針③基本方針③ オープンでクリーンな経営の実践オープンでクリーンな経営の実践

ⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡ

ⅢⅢⅢ

ⅣⅣⅣ



エクセルグループの概要エクセルグループの概要 技術革新の波を着実に世界へ技術革新の波を着実に世界へ



エクセルグループの概要エクセルグループの概要 新たなビジネスを生み出す技術情報商社新たなビジネスを生み出す技術情報商社

◆主要顧客グループ／主要顧客（50音順）

アルパイン㈱／アルプス電気㈱／アンリツ㈱／市光工業㈱／㈱ＬＤＦ／沖電気工業㈱／オプトレックス㈱／オリエンタルモーター㈱／カシオ計算機㈱／株式会社コルグ／サミー㈱／

㈱JVCケンウッド／シチズンホールディングス㈱／シャープ㈱グループ／蛇の目ミシン工業㈱／セイコーインスツル㈱／セイコーエプソン㈱／コナミ㈱グループ／ティアック㈱／

東京特殊電線㈱／東芝テック㈱／㈱ナナオ／日機装㈱／日信工業㈱／日東光学㈱／日本アンテナ㈱／㈱日本コンラックス／日本精機㈱／日本電気㈱グループ／日本光電工業㈱／

日本信号㈱／日本電産㈱／日本電産コパル㈱／パナソニック㈱／ ㈱日立製作所グループ／藤倉商事㈱／㈱富士通ゼネラル／富士電機ホールディングス㈱グループ／富士フイルム㈱／

ブラザー工業㈱／㈱平和／HOYA㈱／三井金属アクト㈱／三菱電機㈱グループ／ミツミ電機㈱／㈱安川電機／横河電機㈱／㈱リコーグループ／他

◆主要顧客グループ／主要顧客（50音順）

アルパイン㈱／アルプス電気㈱／アンリツ㈱／市光工業㈱／㈱ＬＤＦ／沖電気工業㈱／オプトレックス㈱／オリエンタルモーター㈱／カシオ計算機㈱／株式会社コルグ／サミー㈱／

㈱JVCケンウッド／シチズンホールディングス㈱／シャープ㈱グループ／蛇の目ミシン工業㈱／セイコーインスツル㈱／セイコーエプソン㈱／コナミ㈱グループ／ティアック㈱／

東京特殊電線㈱／東芝テック㈱／㈱ナナオ／日機装㈱／日信工業㈱／日東光学㈱／日本アンテナ㈱／㈱日本コンラックス／日本精機㈱／日本電気㈱グループ／日本光電工業㈱／

日本信号㈱／日本電産㈱／日本電産コパル㈱／パナソニック㈱／ ㈱日立製作所グループ／藤倉商事㈱／㈱富士通ゼネラル／富士電機ホールディングス㈱グループ／富士フイルム㈱／

ブラザー工業㈱／㈱平和／HOYA㈱／三井金属アクト㈱／三菱電機㈱グループ／ミツミ電機㈱／㈱安川電機／横河電機㈱／㈱リコーグループ／他

◆主要仕入先（50音順）

アルプス電気㈱／オリジン電気㈱／京セラ㈱／ケル㈱／シャープ㈱／日本開閉器工業㈱／パナソニックデバイス販売㈱／松尾電機㈱／㈱リコー／㈱リョーサン／

C.G Development LTD. ／Himax Technologies.lnc. ／Novatek Microelectronics Corp.,Ltd. ／PHIHONG TECHNOLOGY CO.,LTD.／

TRULY Semiconductors,LTD. ／他



資料取扱い上のご注意資料取扱い上のご注意

このプレゼンテーションで述べられている株式会社エクセルの業績予想、このプレゼンテーションで述べられている株式会社エクセルの業績予想、

計画、事業展開等に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な計画、事業展開等に関しましては、本資料の発表日現在において入手可能な

情報に基づき判断したものです。情報に基づき判断したものです。

マクロ経済や当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等によっては、マクロ経済や当社の関連する業界の動向、新たな技術の進展等によっては、

大きく変化する可能性があります。大きく変化する可能性があります。

従いまして、実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリスクや不確従いまして、実際の業績等が本プレゼンテーションと異なるリスクや不確

実性がありますことをご了承下さい。また、大きな変更がある場合は、その実性がありますことをご了承下さい。また、大きな変更がある場合は、その

都度発表していく所存です。都度発表していく所存です。



お問い合わせお問い合わせ

TELTEL：： 0303--57335733--84028402 FAXFAX：： 0303--34363436--20512051

ホームページ：ホームページ：http://http://www.excelweb.co.jpwww.excelweb.co.jp


