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3本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
その実現を保証するものではありません。

１．総括－①　08/3月期売上・利益実績

＜売上＞

　携帯電話の受注が年明けより低迷したが、車載、薄型テレビ、デジタルカメラ

の受注は比較的堅調に推移。（実績為替レート：117.70円/＄）

＜利益＞

　・中国地域の業績は堅調に推移。

　・タイ新工場の創業赤字が影響。

　・東南アジアの片面事業構造再編費用として、約３６億円を特別損失に計上。

　・繰延税金資産の取崩し。約９億円の法人税等調整額を計上。

-95.3%-4,4652214,687当期利益

-31.9%-2,3965,1057,502経常利益

-20.4%-1,2254,7796,005営業利益

+8.0%+10,256138,502128,245売　上

増減率前年比08/3月期
（実績）

07/3月期
（実績）

（単位：百万円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。

4本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
その実現を保証するものではありません。

１．総括－②　09/3月期売上・利益見通し

＜売上＞

　・ビジュアルの伸びが顕著。新商品としてブルーレイディスク関連の拡大を見込む

　・携帯電話は業界再編と買い替えサイクルの長期化により、需要減少と予想

　　（想定為替レート：100.00円/＄）
　

＜利益＞
　・タイ工場の大幅利益改善（製品構成改善、売上増、生産性改善）を見込むが、
　　一方で価格下落リスクと材料値上がりを織り込む
　
　

通期上期

－+2,6782,900500221当期利益

+5.8%+2945,4001,5005,105経常利益

+8.8%+4205,2001,4004,779営業利益

+1.1%+1,497140,00067,000138,502売　上

増減率前年比
09/3月期（計画）08/3月期

（実績）

（単位：百万円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。



5本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
その実現を保証するものではありません。

２．売上高の状況－①　08/3月期製品別実績

+10.5%+33354321ビルドアップ・

パッケージ基板

+11.4%+31308277両面プリント

配線板

+8.0%+1021,3851,282合　計

-6.2%-21324345その他

+17.3%+58397338多層プリント

配線板

増減率前年比08/3月期
（実績）

07/3月期
（実績）

（単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。
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２．売上高の状況－②　08/3月期要因

ビルドアップ・パッケージ基板ビルドアップ・パッケージ基板　

　・国内携帯電話の需要低迷を、デジタルカメラと車載関連でカバー

　・特に車載関連のビルドアップ配線板需要は堅調に拡大

両面・多層プリント配線板両面・多層プリント配線板　

　・車載関連と薄型テレビ関連の受注増加により増収

　・特に多層プリント配線板はこれらアプリケーションの影響大

　・中国地域での需要拡大も寄与
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２．売上高の状況－③　09/3月期製品別見通し

+10.7%+37392188354ビルドアップ・

パッケージ基板

-9.8%-30278132308両面プリント

配線板

通期上期

+1.1%+141,4006701,385合　計

-10.5%-34290138324その他

+10.5%+41438211397多層プリント

配線板

増減率前年比
09/3月期（計画）08/3月期

（実績）

（単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。
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２．売上高の状況－④　09/3月期要因

ビルドアップ・パッケージ基板ビルドアップ・パッケージ基板

　・車載関連のビルドアップ基板の採用は着実に進展

　・ブルーレイディスク関連商品の需要が拡大

　・タイ工場からのビルドアップ基板供給開始

両面・多層プリント配線板両面・多層プリント配線板

　・国内での新規事業着手により受注抑制。（特に両面板）

　・多層プリント配線板は、車載関連・薄型テレビで増収

　・タイ工場の貢献
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２．売上高の状況－⑤　 用途別対比

1,400
201

24

16
534
45
79
22

247

68
159

09/3月期
（計画）

+14

-32

-2

-3

+15

-9

+0

-8

+50

+19

-14

前年比

+8.0%

-2.0%

-17.1%

-3.9%

+13.9%

+55.9%

+22.2%

-4.4%

+20.0%

-10.4%

-5.0%

増減率

+1.1%+1021,3851,282合　計

-13.7%-4233238その他

-8.3%-52632OA

-18.1%-02020家電

+3.0%+63518455カーエレ・車載

-16.8%+195434アミューズメント

+0.1%+147965カメラ

-27.9%-13132オーディオ

+25.5%+32196164ビジュアル

+39.3%-54955コンピュータ

-8.4%-9173182通信

増減率
前年比08/3月期

（実績）
07/3月期
（実績）

（単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。
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２．売上高の状況－⑥　 用途別要因

通信通信
　・販売制度の変更により買替サイクルが長期化し需要低下

　・国内携帯メーカーの事業再編による影響あり

　・高機能化（0.3mmCSPや多段化）への積極対応

ビジュアルビジュアル
　・薄型テレビにおける日系メーカーの順調な生産拡大

　・メーカー同士の提携などにより棲み分けが進み、得意分野への特化

　　により生産はさらに拡大

カメラカメラ
　・高機能化、買い替え需要により生産拡大

　・今期も堅調に推移するものと予測

カーエレ・車載カーエレ・車載
　・受注は順調に拡大。電装化の進展により電子部品需要は更に拡大

　・ナビゲーション、電子制御ユニットはビルドアップ採用が更に加速
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（単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。

-1.5%0.9%2.4%営業利益率（両面・多層貫通事業）

-60.3%-13923両面・多層貫通事業

-1.2%

-0.6%

-12

+1

前年比

3.5%4.7%営業利益率（合計）

10.3%10.9%営業利益率（ビルドアップ・パッケージ事業）

-20.4%4760合　計

+4.4%3837ビルドアップ・パッケージ事業

増減率08/3月期
（実績）

07/3月期
（実績）

３．営業利益の状況－①　事業別実績
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３．営業利益の状況－②　事業別見通し

+0.9%1.8%-0.2%0.9%営業利益率（両面・多層貫通事業）

+97.5%+818-19両面・多層貫通事業

通期上期

+0.2%

-1.9%

+4

-4

前年比

3.7%

8.4%

52

33

2.1%3.5%営業利益率（合計）

7.8%10.3%営業利益率（ビルドアップ・パッケージ事業）

+8.8%1447合　計

-12.2%1538ビルドアップ・パッケージ事業

増減率
09/3月期（計画）08/3月期

（実績）

（単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。



13本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
その実現を保証するものではありません。

３．営業利益の状況－③　地域別実績

-18-4-22126-4130東南アジア

-13+122521,547651,424計

-12+102471,385601,282連　結

+1

+2

+4

-1

利益

-4

5

25

45

利益

-5

2

20

46

利益

増減08/3月期
（実績）

07/3月期
（実績）

消去又は全社

欧　米

中　国

-19-162-142

+34137

+42409366

+81970889日　本

売上売上売上

（単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。

14本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
その実現を保証するものではありません。

+19+41-3168-22126東南アジア

+6+28591,575521,547計

+4+14521,400471,385連　結

利益

-2

-2

+0

-10

利益

-4

5

25

45

利益

増減09/3月期
（計画）

08/3月期
（実績）

　

-175

44

424

939

売上

消去又は全社

欧　米

中　国

-13-7-162

+3241

+1525409

-3135970日　本

売上売上

３．営業利益の状況－③　地域別見通し

（単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。
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その実現を保証するものではありません。

４．設備投資の状況－①　国内・海外投資

+23

+15

+7

増減

-763611397海　外

連　結

国　内

95

58

09/3月期
（計画）

-51146123

+243326

増減08/3月期
（実績）

07/3月期
（実績）

実行ベース （単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。

【２００９年３月期主要投資）
　国内構造改革　　　　　　：約２３億円
　タイ工場ビルドアップ投資：約３４億円

【２００８年３月期主要投資】
　タイ工場投資：約１０５億円（内バーツ高影響約２０億円）

16本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
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４．設備投資の状況－②　事業別設備投資

-6747+2411590両面・多層貫通事業

+18

+23

-0

-0

増減

80

146

3

28

08/3月期
（実績）

+2410562減価償却費

-5195123投資合計

+8114その他

+73628ビルドアップ・パッケージ事業

増減09/3月期
（計画）

07/3月期
（実績）

（単位：億円）実行ベース

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。
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５．キャッシュ・フローの状況

3067-47現金及び同等物増減額（CF計）

16106-34他含む財務活動CF計

16108-44借入金増減

-95-107-111他含む設備投資CF計

-95-140-77設備投資活動CF

1096696他含む営業活動CF計

1058062減価償却費

29246当期利益

09/3月期
（計画）

08/3月期
（実績）

07/3月期
（実績）

（単位：億円）

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。
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６．有利子負債・ROA・ROE

53.5%53.6%57.5%自己資本比率

47円35銭3円62銭76円38銭EPS

3.6%0.3%6.0%ROE

3.5%3.5%4.5%ROA

827804802自己資本

1,5461,5001,394総資産

340323211有利子負債残高

09/3月期
（計画）

08/3月期
（実績）

07/3月期
（実績）

ROA ： 事業利益（営業利益＋受取利息配当金）／総資産
ROE ： 当期利益／資本

*数字は切捨てにて表示。
％は小数第二位を四捨五入となっております。

（単位：億円）
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７．中期経営計画における経過報告

①グローバル営業体制の構築

　・米国販社設立（2007年８月）

　・アジア販社設立（2008年４月）

　【目的】世界規模で拡大する顧客需要の取り込み

②グローバル生産体制の構築

　・タイ工場稼働開始（2007年10月）

　【目的】日本、中国、タイでの世界３極供給

③部品内蔵事業の確立

　・群馬地区を国内 先端工場化

　【目的】部品内蔵事業を国内の主力事業へ

20本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
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７．中期経営計画における経過報告

◆グローバル生産体制における計画変化点

変化点② タイ工場の位置付け

変化点① 中国拠点への投資スタンス

多層プリント配線板

・ビルドアップ配線板
変わらず見直し後

両面・多層プリント配線板自動車メーカー、デジタル家電メーカー当 初

主要生産品目ターゲットユーザー

【変更理由】顧客ニーズの変化（ビルドアップ配線板の需要拡大）

　　　　　　ビルドアップ配線板生産開始（2008年７月予定）

グローバル供給拠点としては現状規模を当面維持見直し後

需要状況を見極めながら増産投資を実行当 初

投 資 方 針

【変更理由】投資許認可の厳格化、税制メリット減少
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７．グローバル戦略

日系自動車メーカー成長のキーワード

ハイブリッド

省エネ

燃費向上、軽量化

『環境』

ナイトビジョン等

追突軽減システム

事故事前予知システム

携帯電話・ＰＣ機能

ＧＰＳ機能

インターフェース

『予防安全』『情報通信』

小型化・高機能化・高信頼性電子部品への要求：

当社の強み

・品質と技術を兼ね備えた供給力

・ビルドアップ配線板の世界３極体制での供給

22本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
その実現を保証するものではありません。

７．グローバル戦略

デジタル家電業界の状況

・薄型テレビ業界は、提携等により、各社が得意分野へ注力

・次世代ＤＶＤは、規格の一本化によりブルーレイディスク

　市場が拡大

　 ・市場の変化、顧客ニーズを捉えたグローバル営業展開

　 ・ビルドアップ配線板の需要増に対応（タイ工場設備投資実施）

・日本、中国、タイでのフルライン製品供給

当社の取り組み
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携帯
7%

カメラ
11%

ﾜﾝｾｸﾞ
4%

ＬＥＤ
4%

その他
32%

車載
22%

無線
20%

８．部品内蔵事業

部品内蔵基板への市場要求

・小型化、薄型化（携帯、端末機器）

・内蔵による高信頼性、

　高耐久、セキュリティ性

【製品用途】
当社への部品内蔵
引き合いから抜粋

事業化への取り組み

・ 先端パッケージ事業をベース

　にした市場要求への対応

・幅広い顧客へのソリューション提案

・製販一体でのビジネスモデル提示

24本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
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８．部品内蔵事業

群馬地区再編

　・パッケージ基板子会社吸収合併

　（2008年７月１日予定）

　・開発から量産、販売まで一元化

部品内蔵拡大体制の完備４６億円2010年度

部品内蔵と細線化技術の量産に向けた投資

先端パッケージ基板への投資

目　的

１１５億円

４６億円

２３億円

投資額

合計

2009年度

2008年度

設備投資
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能動部品

受動部品

ベアチップ

パッケージ

Wafer Level 
Package

チップ部品

形成法

その他

コンデンサ
抵抗

チップ抵抗チップコンデンサ

【【EWLPEWLP】】

【【ELPACELPAC】】

混載モジュール

WLP

当社の部品内蔵技術

9．当社の研究開発活動
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特徴

１．各層のパターン途中に電気抵抗器を形成

２．層間にコンデンサを形成

３．小型チップ部品を層間に埋め込み

４．能動素子の内蔵

具体的な効果

１．素子間の配線長 短化、寄生インダクタンスの

　　低減で高周波特性の改善とノイズの影響低減

２．基板表面の部品実装エリアを削減

３．受動素子集積化が可能となり機器の　　　　　　
小型・軽量・高密度化　に寄与

　　（受動素子1/3～1/4を内蔵化する事で

　　 約 10～20%の小型化を見込む）

fig.)　部品内蔵基板のイメージ

抵抗素子

コンデンサ

小型チップ部品

（C/R）
能動素子

部品内蔵の構造イメージ

9．当社の研究開発活動
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実
装

密
度

サイズ

ﾉｰﾄPC

DVC 携帯電話

ﾃﾞｼﾞﾀﾙTV

ﾎｰﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙAV機器

高
低

電子AV機器

DSC

ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ

MMS

大 小

ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙAV機器

高密度実装携帯情報機器 多機能多機能多機能

小型化小型化小型化

モジュール化モジュール化モジュール化

高精細画像
リアルタイム映像

高精細画像高精細画像
リアルタイム映像リアルタイム映像

出所：Japan Jisso Technology Roadmap 2007を参考に当社作成

部品内蔵の展開分野

9．当社の研究開発活動
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携帯電話

DVCMMS

ﾉｰﾄPC

ﾃﾞｼﾞﾀﾙTV

電子AV機器

ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ

携帯電話

電　話 ﾒﾃﾞｨｱ・ﾌﾟﾚｲﾔ-

ﾜﾝｾｸﾞＴＶ 電子ﾒ-ﾙや　
Ｗｅｂﾌﾞﾗｳｻﾞ-

ﾈｯﾄﾜﾈｯﾄﾜ--ｸ型ｸ型自己完結型自己完結型

今後の展望今後の展望

出所：NIKKEI ELECTRONICS 2008を参考に当社作成

9．当社の研究開発活動
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部品内蔵に期待される効果

適配線
　　等長配線／ペアライン 適化

ノイズ対策
　　EMCを考慮したレイアウト

etc.

スペース制限
　　表層/内蔵バランス配置

基板の平坦化
　　全の電子部品を内蔵化へ

　　　　　　　　　　　　　　etc.

物理的な小型化 電気特性改善

9．当社の研究開発活動
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高速伝送の問題点

プリント配線板でのアプローチ

特性インピーダンスの整合 伝送損失の低減

信号品質の劣化 伝送信号の損失

信号品質・反射の改善

部品内蔵技術の適用

Viaなどにおける反射の影響把握

製造工程能力の把握と向上

差動配線のデザインルールのFix

低損失材料の適用

導体表面粗さの影響把握

高速伝送へのアプロ－チ

受動素子内蔵

9．当社の研究開発活動
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高周波／高速信号対応・小型化高周波／高速信号対応・小型化　　

★ 短配線により配線のｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽを低減 !

⇒ 高速信号への対応と小型化を実現 !

高速伝送への優位性（Ⅰ）

半導体部品等

チップ部品
チップ部品
内層埋設

半導体
直下配置

9．当社の研究開発活動
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高速伝送への優位性（Ⅱ）

配線形状の不連続性を解消、信号反射を低減

チップ抵抗器はんだ

実装パッド

薄膜形成抵抗 配線幅＝抵抗幅

配線幅＜実装パッド幅

9．当社の研究開発活動
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薄膜抵抗 チップ抵抗

チップ終端抵抗モデル薄膜終端抵抗モデル

信号入力

薄膜抵抗 50ohm
チップ抵抗 50ohm
（0603サイズ）

Line width ≒ 50umLine width ≒ 50um

実装パッド

電極

はんだ

オーバーコート
抵抗体

信号入力

GND層

抵抗体

GND接続VIA

信号線

GND層

GND接続VIA

伝送特性シミュレーション（モデル）

9．当社の研究開発活動
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シミュレーション結果（信号伝播と反射）

薄膜終端抵抗モデル チップ終端抵抗モデル

9．当社の研究開発活動
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電気伝送の壁伝
送

速
度

（
bp

s）

伝送距離

ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾝ
～ 1 m

筐体間
～10 m

PWB上
＜10 cm

10 G

0.1 G

1 G

LAN
～1 km

通信NW
＞10 km

ノイズ耐性

高密度･小型化低消費電力

高速データ通信

電気伝送

光ｲﾝﾀｰｺﾈｸｼｮﾝ

ｻｰﾊﾞｰ・ﾙｰﾀ

光ﾌｧｲﾊﾞ

FTTH

光伝送

高速大容量のデータ伝送

電子端末
PC

次世代

　　ｹﾞｰﾑ機
DVC携帯電話

携帯ｹﾞｰﾑ

DTV

次世代の高速伝送技術

部品内蔵技術部品内蔵技術

出所：松下電工技法を参考に当社作成

9．当社の研究開発活動
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ＥＴＣ、車間距離維持システム、
車車間相互通信システム
ｶ-ﾅﾋﾞｹﾞ-ｼｮﾝ　等

ＡＢＳ、ＥＣＢ、ＥＳＣ 等

　セ－フティ 関連

電子制御システム、スタータ、

エンジンマネジメントシステム（EMS）、

電子制御システム、スタータ、オルタネータ等

メータパネル、エアバッグシステム、カーオーディオ、

コンビネーションメータ、ワイヤレスドアロック

ＩＣフラッシャ、ホーン、カーエアコン、エアコン用各種センサ　等

　　ボディ 関連

ﾊﾟﾜ-ﾄﾚｲﾝ 関連

増加する車載部品の増加する車載部品の電子化電子化→→車載仕様の早期商品化がカギ車載仕様の早期商品化がカギ

　ＩＴＳ 関連

ｶ-ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ化の進展

9．当社の研究開発活動
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車載電子部品の成長

0

20,000

40 ,000

60 ,000

80 ,000

100 ,000

120 ,000

140 ,000

160 ,000

180 ,000

200 ,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

パワートレイン セーフティ ボディ ITS

出所：JPCA NEWS Jun.2006　参考に当社作成

〔$M〕

〔Year〕

自動車ｺｽﾄに占めるｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽの割合

２０％

2002年

４０％
2015年

9．当社の研究開発活動
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○－－－－－◎カーナビ、ミリ波レーダー、ETC 等ＩＴＳＩＴＳ

○－－－○○◎
ドアコン、メーター、

JB 等
ボディボディ

－○○－◎○◎ABS、EPS、VSC 等セーフティセーフティ

－◎◎○○○◎
E-ECU、ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ、

IPM（HV) 等

パワーパワー

トレイントレイン

高周波低ＣＴＥ高耐熱高電圧高放熱高電流小型化

基板への要求

用　　途分　類

ｶ-ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ用基板への要求

搭載環境悪化、ACT一体化、ﾓ-ﾀ駆動への対応搭載環境悪化、ACT一体化、ﾓ-ﾀ駆動への対応

搭載ｽﾍﾟ-ｽ減少、機能統合、ﾓ-ﾀ駆動への対応搭載ｽﾍﾟ-ｽ減少、機能統合、ﾓ-ﾀ駆動への対応

機能統合、ﾓｼﾞｭ-ﾙ化、ﾈｯﾄﾜ-ｸ化への対応機能統合、ﾓｼﾞｭ-ﾙ化、ﾈｯﾄﾜ-ｸ化への対応

搭載環境悪化、搭載ｽﾍﾟ-ｽ減少、HEVへの対応搭載環境悪化、搭載ｽﾍﾟ-ｽ減少、HEVへの対応

9．当社の研究開発活動
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PPBU基板の売上指数推移
（2004年度を100とした場合）

0

50

100

150

200

2004 2005 2006 2007
年度

売
上

指
数

順調に拡大順調に拡大

9．当社の研究開発活動

40本資料における将来情報は、2008年5月時点での見通しであり、
その実現を保証するものではありません。

PPBU基板用途別伸び率
(2004年度を100とした場合)

0

500

1000

1500

2004 2005 2006 2007
年度

伸
び

率
(指

数
) AVﾋﾞｼﾞｭｱﾙ

車載

カメラ

通信

9．当社の研究開発活動

２００７年度ＰＰＢＵ売上構成

通信

24%

車載

30%

カメラ

32%

ＡＶﾋﾞｼﾞｭｱﾙ

7%

その他

7%

車載のﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟ化が車載のﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟ化が

着実に進展している着実に進展している
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高電圧・高耐熱・低CTE

高電流

高放熱

小型化

高周波・高速伝送

　　20102005 　　　2015 2020

年度

要求特性

車載基板技術 Roadmap

貫通多層基板⇒IVH基板⇒ﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟ(PPBU)基板

リジッド・フレックス基板

内層厚銅PPBU基板

銅コア基板

ｾﾗﾐｯｸ代替基板

外層厚銅基板

部品内蔵基板

LED用メタルベース基板

ミリ波ﾚ-ﾀﾞ　ﾓｼﾞｭ-ﾙ基板

光/電気ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ基板

車載用RF基板　『CARFT』

部品内蔵基板

LED ﾓｼﾞｭｰﾙ

9．当社の研究開発活動
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白熱電球が主流 LED照明が主流に

ﾗﾋﾟｯﾄﾞ型

蛍光灯が主流

ｲﾝﾊﾞ-ﾀﾞ型

蛍光灯が主流

　　電球型蛍光ﾗﾝﾌﾟへ　電球型蛍光ﾗﾝﾌﾟへ　
　　　　　代替進む　　　　　　　代替進む　　
LEDLED照明への代替加速照明への代替加速

ｵﾌｨｽを中心にｵﾌｨｽを中心に

LEDLED照明採用増照明採用増

LED照明が

主流に

ｲﾝﾊﾞ-ﾀﾞ型の

進化版が広まる

　　白熱電球の
　　　使用禁止
（2012～2014年）

　　白熱電球　
　廃止の議論
　　　 （現在）

1985年　　1990年　　1995年　　2000年　　　2005年　　　　　　　　　　　　2010年　　　　　　　　　　　　　　　2015年　　　　　　2020
年

主照明

　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

白色LEDの用途

　　　大型液晶の　　　　　
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄに採用始まる

　ｶﾗ-携帯電話機の　

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄで採用始まる

白色LED
　登　場

高出力品が
　続々登場

ｵﾌｨｽや家庭へLED照明が広まる

出所：NIKKEI ELECTRONICS 2008

9．当社の研究開発活動

LEDLED用ﾒﾀﾙﾍﾞ用ﾒﾀﾙﾍﾞ--ｽ基板ｽ基板


