
― 1 ― 

平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況(連結)    平成19年１月30日 
 

上場会社名 東北パイオニア株式会社              (コード番号：6827  東証第二部) 

(URL http://pioneer.jp/topec/) 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長     塩野 俊司  ＴＥＬ：(023)654－9548 

     責任者役職・氏名 常務取締役経営戦略部長 小川 満芳 

 

 

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  ：有 

 ・固定資産の減価償却については、年度見込額のうち当四半期分を計上しております。 

 ・その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを用いております。 

 ② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無 

 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無      ：有 

・連結子会社１社増加(新規設立による) 

・持分法適用子会社１社減少(清算による) 

 

2. 平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日） 

(1)経営成績(連結)の進捗状況 

                                   

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期(当期) 

純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年３月期第３四半期 69,073 6.1 3,182 234.2 2,858 ― 1,372 ―

平成18年３月期第３四半期 65,117 △10.2 952 △76.4 3 △99.9 △11,886 ―

(参考)平成18年３月期 88,609 1,248 380  △13,919

 

 １株当たり四半期
(当期)純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 
 円 銭 円 銭 

平成19年３月期第３四半期 68.44 ― 

平成18年３月期第３四半期 △592.93 ― 

(参考)平成18年３月期 △694.35 ― 

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

 

 [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等] 

当社は、「基幹事業の収益力強化」、「キャッシュ・フロー経営の徹底」を経営の 重要課題と

位置付けております。収益力のある体質強化のために、徹底した原価低減を進めてきており、さら

に品質の強化に一層注力し、経営基盤を確固たるものといたします。 

 

当第３四半期(平成18年４月～平成18年12月)の売上高は、エレクトロニクス関連事業の売上が好

調に推移し、また、産業用機器事業の売上が拡大したことから、69,073百万円(前年同期比106.1％)
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となりました。 

利益につきましては、原油高などによる素材価格の高騰にもかかわらず、売上の増大に加え、経

費削減、原価低減を強力に推し進めた結果、営業利益は3,182百万円(前年同期比334.2％)となりま

した。経常利益は、為替差益の減少や支払利息などの増加があったものの、前期まで計上の持分法

投資損失負担が解消されたことから、2,858百万円(前年同期は3百万円の経常利益)となりました。

四半期純損益は、税金費用の増加があるものの、前期計上した関係会社整理損並びに、過年度関税

等の負担解消により、1,372百万円の四半期純利益(前年同期は11,886百万円の四半期純損失)となり

ました。 

 

事業別セグメントの業績は、エレクトロニクス関連事業では、携帯電話用スピーカーの販売に落

ち込みが見られたものの、カースピーカーや、ヘッドホンなどのオーディオアクセサリー関連の販

売が堅調に推移しました。また、パッシブ型有機ＥＬディスプレイは、携帯電話サブディスプレイ

並びにカーオーディオディスプレイ用の販売が順調に拡大し、価格低下の環境下にもかかわらず、

売上高が増大いたしました。以上により、エレクトロニクス関連事業の売上高は58,109百万円(前年

同期比102.0％)となりました。利益につきましては、売上が増加したことに加え、海外生産拠点に

おける部材の現地調達を始めとする材料費の低減や、生産能率の向上など徹底したコスト削減に努

めた結果、2,597百万円の営業利益(前年同期比213.0％)となりました。 

産業用機器事業では、ＦＡ(ファクトリー・オートメーション)システム機器の販売がきわめて堅

調に推移したことにより、売上高は10,964百万円(前年同期比134.2％)となりました。利益につきま

しては、売上が増加したことから、586百万円の営業利益(前年同期は254百万円の営業損失)となり

ました。 

 

一方、平成18年10月から平成18年12月の３ヶ月間につきましては、携帯電話サブディスプレイ用

のパッシブ型有機ＥＬディスプレイの売上が大幅に伸び、ＦＡ機器の販売も順調に推移しましたが、

携帯電話用スピーカーなどの売上が落ち込んだことから、売上高は前年同期をわずかに下回りまし

た。営業利益につきましては、強力に経費削減、原価低減を推し進めたこともあり、前年同期を大

幅に上回りました。経常利益及び純損益につきましても、営業利益の増加により、前年同期を大き

く上回りました。 
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(2)財政状態(連結)の変動状況 

                                   

 総資産 純資産 自己資本比率 
１株当たり 
純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

平成19年３月期第３四半期 84,259 39,729 47.1 1,979.44 

平成18年３月期第３四半期 85,360 39,627 46.4 1,976.79 

(参考)平成18年３月期 84,009 37,703 44.9 1,880.82 

  

 【連結キャッシュ・フローの状況】 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

平成19年３月期第３四半期 2,130 △3,674 527 9,903 

平成18年３月期第３四半期 5,444 △4,491 △4,533 9,798 

(参考)平成18年３月期 7,966 △6,859 △3,924 10,669 

 

 [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期の財政状態は、前連結会計年度末に比べて現金及び預金766百万円、有形固定資産

401百万円、投資その他の資産1,011百万円等の減少がありましたが、受取手形及び売掛金1,179百万

円、棚卸資産1,586百万円等の増加により、総資産は、前連結会計年度末に比べ250百万円増加の

84,259百万円となりました。負債は、短期借入金3,722百万円等の増加がありましたが、その他の流

動負債2,121百万円、長期借入金2,865百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,727百万円

減少の44,530百万円となりました。純資産は、第３四半期純利益1,372百万円を計上したこと等によ

り、39,729百万円となりました。自己資本比率は2.2％改善し、47.1％となりました。 

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは2,130百万円の資金の

増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,126百万円、減価償却費3,030百万円

等の資金増加と、売上債権の増加額840百万円、棚卸資産の増加額1,395百万円、仕入債務の減少額

475百万円等の資金減少によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,674百万円の資金の減少となりました。これは主にベト

ナム及び中国を中心とする海外の連結子会社における生産設備の取得等による支出2,822百万円によ

るものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、527百万円の資金の増加となりました。これは、主に短期

借入金の純増加額3,697百万円の資金増加と、長期借入金の返済2,865百万円等の資金減少によるも

のであります。 

以上の結果、当第３四半期における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ

766百万円減少し、9,903百万円となりました。 
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 【参考】 

 平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

                       

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

通 期 95,000 4,700 4,200 2,100 

 (参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  104 円 76 銭           

 

 [業績予想に関する定性的情報等] 

平成18年４月26日に公表した業績予想について、変更はありません。 

 

注意事項 

確定事実を除き、当資料で述べられている当社の計画及び予測に関する内容は、あくまで将来の見

通しであります。世界経済、国内外の競合状況、テクノロジーの変化及び為替レート変動等の要因

により、実績はこの見通しから大きく離れる可能性があります。 
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１ 四半期要約連結財務諸表等 

(1) 四半期要約連結貸借対照表 

 

 
前第３四半期 
連結会計期間末 

平成17年12月31日現在

当第３四半期 
連結会計期間末 

平成18年12月31日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成18年３月31日現在

区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  9,527 7,677  8,443

２ 受取手形及び売掛金  15,562 17,787  16,608

３ 有価証券  271 226  226

４ 棚卸資産  11,338 12,094  10,508

５ その他  6,923 7,498  7,616

流動資産合計  43,621 51.1 45,282 53.7 43,401 51.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産  25,684 30.1 24,670 29.3 25,071 29.8

２ 無形固定資産  394 0.5 373 0.5 592 0.7

３ 投資その他の資産  15,661 18.3 13,934 16.5 14,945 17.8

固定資産合計  41,739 48.9 38,977 46.3 40,608 48.3

資産合計  85,360 100.0 84,259 100.0 84,009 100.0
   
(負債の部)  

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  6,899 6,668  6,913

２ 短期借入金  3,143 8,411  4,689

３ １年内返済予定長期借入金 2,752 3,820  3,820

４ 前受金  573 806  737

５ その他  14,234 5,461  7,582

流動負債合計  27,601 32.3 25,166 29.8 23,741 28.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  15,800 17,967  20,832

２ その他  2,285 1,397  1,684

固定負債合計  18,085 21.2 19,364 23.0 22,516 26.8

負債合計  45,686 53.5 44,530 52.8 46,257 55.1

(少数株主持分)   

少数株主持分  47 0.1 ― ― 49 0.0

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  10,800 12.6 ― ― 10,800 12.9

Ⅱ 資本剰余金  10,294 12.1 ― ― 10,294 12.3

Ⅲ 利益剰余金  18,963 22.2 ― ― 16,930 20.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  65 0.1 ― ― 67 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定  △495 △0.6 ― ― △388 △0.5

Ⅵ 自己株式  △0 △0.0 ― ― △0 △0.0

資本合計  39,627 46.4 ― ― 37,703 44.9

負債、少数株主持分及び資本合計 85,360 100.0 ― ― 84,009 100.0
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前第３四半期 
連結会計期間末 

平成17年12月31日現在

当第３四半期 
連結会計期間末 

平成18年12月31日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成18年３月31日現在

区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ― 10,800 12.8 ― ―

２ 資本剰余金  ― ― 10,294 12.2 ― ―

３ 利益剰余金  ― ― 18,001 21.4 ― ―

４ 自己株式  ― ― △0 △0.0 ― ―

株主資本合計  ― ― 39,095 46.4 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金 ― ― 56 0.1 ― ―

２ 為替換算調整勘定  ― ― 529 0.6 ― ―

評価・換算差額等計  ― ― 585 0.7 ― ―

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 49 0.1 ― ―

純資産合計  ― ― 39,729 47.2 ― ―

負債純資産合計 ― ― 84,259 100.0 ― ―
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(2) 四半期要約連結損益計算書 

  

 

前第３四半期 
連結会計期間 

自 平成17月４月１日
至 平成17年12月31日

当第３四半期 
連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  65,117 100.0 69,073 100.0 88,609 100.0

Ⅱ 売上原価  56,670 87.0 59,167 85.7 77,065 87.0

売上総利益  8,447 13.0 9,906 14.3 11,544 13.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  7,495 11.5 6,724 9.7 10,296 11.6

営業利益  952 1.5 3,182 4.6 1,248 1.4

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  68 139  110

 ２ その他  358 168  454

営業外収益合計  426 0.6 307 0.4 564 0.6

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  122 404  180

 ２ 持分法による投資損失  1,203 ―  1,201

 ３ その他  50 227  51

営業外費用合計  1,375 2.1 631 0.9 1,432 1.6

経常利益  3 0.0 2,858 4.1 380 0.4

Ⅵ 特別利益  16 0.0 945 1.4 12 0.0

Ⅶ 特別損失  25,988 39.9 677 1.0 26,491 29.9

税金等調整前四半期純利益又は 
税金等調整前四半期(当期) 
純損失(△) 

△25,969 △39.9 3,126 4.5 △26,099 △29.5

税金費用 △14,087 △21.6 1,752 2.5 △12,186 △13.8

少数株主利益 4 0.0 2 0.0 6 0.0

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) 

△11,886 △18.3 1,372 2.0 △13,919 △15.7

   
(注) 前第３四半期において区分掲記しておりました「持分法による投資損失」は重要性が乏しくなったため、

当第３四半期において営業外費用の「その他」に含めて表示することといたしました。 
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(3) 四半期要約連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

前第３四半期 

連結会計期間 
自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日

当第３四半期 

連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税金等調整前四半期純利益又は 

   税金等調整前四半期(当期)純損失(△)
△25,969 3,126 △26,099

 ２ 減価償却費 3,061 3,030 4,082

 ３ 持分法による投資損失 1,203 ― 1,201

 ４ 売上債権の増減額(△増加額) 384 △840 △631

 ５ 棚卸資産の増減額(△増加額) 456 △1,395 1,292

 ６ 仕入債務の増減額(△減少額) 7 △475 9

 ７ 前受金の増加額 558 69 722

 ８ その他の増減額(△減少額) 25,744 △1,385 27,390

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,444 2,130 7,966

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 有形固定資産等の取得による支出 △4,574 △2,822 △6,270

 ２ 有形固定資産等の売却による収入 83 148 99

 ３ その他 ― △1,000 △688

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,491 △3,674 △6,859

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 短期借入金の純増加額 1,720 3,697 3,284

 ２ 長期借入れによる収入 6,000 ― 6,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △11,750 △2,865 △12,705

 ４ 配当金の支払額 △501 △301 △501

 ５ その他 △2 △4 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,533 527 △3,924

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 339 251 447

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △3,241 △766 △2,370

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 13,039 10,669 13,039

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 9,798 9,903 10,669
   

(注) １ 現金及び現金同等物の範囲には、現金及び預金、有価証券、その他流動資産に含まれる短期貸付金(寄託

金)が含まれております。 

 ２ 前第３四半期において区分掲記しておりました「持分法による投資損失」は重要性が乏しくなったため、

当第３四半期において「その他の減少額」に含めて表示することといたしました。 
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２ セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年12月31日) 

エレクトロ 
ニクス関連事業

産業用 
機器事業 

計 消去又は全社 連結 
 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 56,946 8,171 65,117 ― 65,117

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

9 748 757 (757) ―

計 56,955 8,919 65,874 (757) 65,117

  営業費用 55,736 9,173 64,909 (744) 64,165

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

1,219 △254 965 (13) 952

 

当第３四半期連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年12月31日) 

エレクトロ 
ニクス関連事業

産業用 
機器事業 

計 消去又は全社 連結 
 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 58,109 10,964 69,073 ― 69,073

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2 322 324 (324) ―

計 58,111 11,286 69,397 (324) 69,073

  営業費用 55,514 10,700 66,214 (323) 65,891

  営業利益 2,597 586 3,183 (1) 3,182

 

前連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

エレクトロ 
ニクス関連事業

産業用 
機器事業 

計 消去又は全社 連結 
 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 76,521 12,088 88,609 ― 88,609

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

11 892 903 (903) ―

計 76,532 12,980 89,512 (903) 88,609

  営業費用 75,184 12,979 88,163 (802) 87,361

  営業利益 1,348 1 1,349 (101) 1,248

(注) 各事業の主な製品 

 (1) エレクトロニクス関連事業……各種スピーカー、カーＣＤ／ＤＶＤ用メカニズム 

                 有機ＥＬ機器、オーディオ周辺機器、電子機器用部品等 

 (2) 産業用機器事業…………………ＦＡシステム機器、光ディスク製造装置、金型等 

 



― 10 ― 

所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年12月31日) 

日本 北米 アジア 計 
消去 

又は全社 
連結 

 
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

40,090 10,934 14,093 65,117 ― 65,117

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

8,334 273 19,603 28,210 (28,210) ―

計 48,424 11,207 33,696 93,327 (28,210) 65,117

  営業費用 48,891 11,716 31,704 92,311 (28,146) 64,165

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

△467 △509 1,992 1,016 (64) 952

 

当第３四半期連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年12月31日) 

日本 北米 アジア 計 
消去 

又は全社 
連結 

 
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

43,104 10,653 15,316 69,073 ― 69,073

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

9,089 370 21,265 30,724 (30,724) ―

計 52,193 11,023 36,581 99,797 (30,724) 69,073

  営業費用 50,318 10,813 35,486 96,617 (30,726) 65,891

  営業利益 1,875 210 1,095 3,180 2 3,182

 

前連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

日本 北米 アジア 計 
消去 

又は全社 
連結 

 
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

54,607 14,831 19,171 88,609 ― 88,609

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

10,824 359 26,346 37,529 (37,529) ―

計 65,431 15,190 45,517 126,138 (37,529) 88,609

  営業費用 66,354 15,832 42,768 124,954 (37,593) 87,361

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

△923 △642 2,749 1,184 64 1,248

(注) 各区分の主な国又は地域 

   北米……………米国、メキシコ国 

   アジア…………タイ国、中国、香港、ベトナム国 



― 11 ― 

海外売上高 

前第３四半期連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年12月31日) 

 北米 
アジア・ 
オセアニア 

欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,406 19,795 3,098 452 34,751

Ⅱ 連結売上高(百万円)  65,117

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

17.5 30.4 4.8 0.7 53.4

 

当第３四半期連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年12月31日) 

 北米 
アジア・ 
オセアニア 

欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,219 21,458 2,011 1,340 35,028

Ⅱ 連結売上高(百万円)  69,073

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

14.8 31.1 2.9 1.9 50.7

 

前連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

 北米 
アジア・ 
オセアニア 

欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,288 27,190 3,858 612 46,948

Ⅱ 連結売上高(百万円)  88,609

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

17.2 30.7 4.4 0.7 53.0

(注) 各区分の主な国又は地域 

   北米…………………………米国、カナダ国、メキシコ国 

   アジア・オセアニア………タイ国、中国、香港、シンガポール国、台湾、韓国 

   欧州…………………………ベルギー国、仏国、ハンガリー国 

   その他………………………パナマ国 
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３ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 

前第３四半期 
連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

当第３四半期 
連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

事業 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

エレクトロニクス関連事業 55,837 56,864 74,062 

産業用機器事業 8,605 10,981 12,935 

計 64,442 67,845 86,997 

消去又は全社 △757 △324 △903 

連結 63,685 67,521 86,094 

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

 

前第３四半期 
連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

当第３四半期 
連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

事業 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

受注高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

エレクトロニクス関連事業 58,285 10,183 59,451 12,204 78,543 10,864 

産業用機器事業 10,685 7,748 11,647 7,932 14,569 7,571 

計 68,970 17,931 71,098 20,136 93,112 18,435 

消去又は全社 △684 △106 △316 △68 △800 △76 

連結 68,286 17,825 70,782 20,068 92,312 18,359 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

 

前第３四半期 
連結会計期間 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

当第３四半期 
連結会計期間 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

事業 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

エレクトロニクス関連事業 56,955 58,111 76,532 

産業用機器事業 8,919 11,286 12,980 

計 65,874 69,397 89,512 

消去又は全社 △757 △324 △903 

連結 65,117 69,073 88,609 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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<参考情報> 

 事業別連結売上 
 

前第３四半期 
連結会計期間 

自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日

当第３四半期 
連結会計期間 

自 平成18年４月１日
至 平成18年12月31日

前連結会計年度 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

 

事業 
金額 

(百万円) 

構成比

(％) 

金額 

(百万円)

構成比

(％) 

増減 

前年 

同期比

(％) 金額 

(百万円) 

構成比

(％) 

スピーカー 34,692 53.3 34,006 49.2 △686 98.0 46,421 52.4

メカトロニクス 15,357 23.6 15,504 22.4 147 101.0 20,799 23.5

有機ＥＬ 5,566 8.6 6,904 10.0 1,338 124.0 7,528 8.5

 

 

 

 その他 1,331 2.0 1,695 2.5 364 127.3 1,773 2.0

エレクトロニクス 

関連事業計 
56,946 87.5 58,109 84.1 1,163 102.0 76,521 86.4

ＦＡ 7,727 11.8 10,461 15.2 2,734 135.4 11,426 12.9 

 その他 444 0.7 503 0.7 59 113.3 662 0.7

産業用機器事業計 8,171 12.5 10,964 15.9 2,793 134.2 12,088 13.6

合計 65,117 100.0 69,073 100.0 3,956 106.1 88,609 100.0
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