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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 13,665 ― △1,131 ― △961 ― △672 ―
20年3月期第1四半期 14,558 △7.3 334 △59.4 545 △30.1 329 △27.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △17.18 ―
20年3月期第1四半期 8.41 ―

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

21年3月期第1四半期 57,804 24,854 43.0 635.24
20年3月期 58,076 25,522 43.9 652.30

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  24,854百万円 20年3月期  25,522百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 30,000 ― △300 ― △300 ― △200 ― ―
通期 61,500 1.7 1,200 △22.2 1,200 15.1 700 60.9 17.89

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細につきましては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載されている業績予想の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情
報をご覧下さい。 
2. 当連結会計年度から、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用しております。また、当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する
規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  39,131,000株 20年3月期  39,131,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,140株 20年3月期  4,076株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  39,126,892株 20年3月期第1四半期  39,128,524株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)におけるわが国経済は、サブプライム

住宅ローン問題を背景とする米国の景気後退懸念や原材料価格の高騰によるインフレ懸念等から景気の下振れリス

クが高まり、「景気の踊り場」の状態で推移いたしました。

　エレクトロニクス業界では、薄型TV、デジタルオーディオプレーヤー等のデジタル家電の需要が堅調に推移いた

しました。

　当グループにおきましては、マイクロ波管・周辺機器部門の売上は前年同四半期並に推移いたしましたが、マイ

クロ波応用製品部門や主力の半導体部門の売上減少に加え、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の新規適用に伴

う棚卸資産の簿価切下額865百万円を計上したことにより、損益に大きく影響いたしました。

　この結果、当四半期の業績は、低調なものとなりました。

売上高 13,665百万円 （前年同四半期比  6.1％減）

営業損失 1,131百万円 （前年同四半期は、334百万円の営業利益）

経常損失 961百万円 （前年同四半期は、545百万円の経常利益）

四半期純損失 672百万円 （前年同四半期は、329百万円の四半期純利益）

　事業の種類別セグメント情報については記載しないことができる場合に該当しますが、当該セグメント情報の区

分に代えた事業部門別の業績は次のとおりであります。

　なお、各事業部門の営業損益は配賦不能営業費用1,367百万円控除前の営業損益であります。

 

（マイクロ波管・周辺機器部門）

　官公需電子管・周辺機器は、主要顧客向けレーダコンポーネントの売上が減少、民需電子管・周辺機器は、安定

した船舶レーダ市場に支えられ売上が増加いたしました。

　この結果、売上高は前年同四半期並となりましたが、営業利益は低調なものとなりました。

売上高 678百万円 （前年同四半期比  1.1％減）

営業利益 24百万円 （前年同四半期比 74.5％減）

（マイクロ波応用製品部門）

　主力の衛星通信用コンポーネント製品は、一部の主要顧客の在庫調整により売上が減少いたしました。また、地

上通信用コンポーネント製品は、国内の地上デジタル放送関連機器向け製品の売上が減少いたしました。

　この結果、売上高及び営業利益は低調なものとなりました。

売上高 1,018百万円 （前年同四半期比  9.4％減）

営業利益 110百万円 （前年同四半期比 54.5％減）

（半導体部門）

　注力製品のDSP（デジタルシグナルプロセッサ）は、薄型TV向けに売上が増加いたしましたが、オペアンプ・コン

パレータや電源用IC等の主力製品が、採用製品の生産減により売上が減少いたしました。

　一方、光半導体デバイスは、次世代光学ドライブ向けの新規採用等、マイクロ波デバイス（GaAs IC）も携帯電話

機への採用増等により売上が増加いたしました。

　また、子会社㈱エヌ・ジェイ・アール福岡の受託生産販売は、売上が減少、㈱エヌ・ジェイ・アールトレーディ

ングの他社製品販売は、売上が増加いたしました。

　この結果、売上高及び営業利益は低調なものとなりました。

売上高 11,967百万円 （前年同四半期比  6.1％減）

営業利益 100百万円 （前年同四半期比 93.0％減）



２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金の減少などにより前年度末比272百万円減少して57,804

百万円となりました。負債合計は、短期借入金の増加などによって前年度末比395百万円増加して32,949百万円とな

りました。この結果、純資産合計は、前年度末比667百万円減少して24,854百万円となり、自己資本比率は前年度末

比0.9ポイント低下して43.0％となりました。

　　また、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年度末比749百万円減

少（前年同期間は1,749百万円の減少）して3,890百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前四半期純損失が△985百万円（前年同期間は税金等調整前四半期純利益526百万円）となり、減価

償却費1,006百万円（前年同期間は974百万円）、たな卸資産の減少額395百万円（前年同期間は増加額△424百万

円）、仕入債務の減少額△780百万円（前年同期間は増加額250百万円）などを調整した結果、営業活動では203百

万円の資金の減少（前年同期間は667百万円の資金の減少）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有形固定資産の取得による支出が△1,275百万円（前年同期間の支出△796百万円）となったことなどから、投

資活動では1,334百万円の資金の減少（前年同期間は835百万円の資金の減少）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期借入金の増加額935百万円及び配当金の支払額△205百万円（前年同期間の支払額△207百万円）などにより、

財務活動では776百万円の資金の増加（前年同期間は257百万円の資金の減少）となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期連結累計期間並びに通期の見通しにつきましては、景況の更なる減速懸念から先行きが不透明であり

ますが、当社の第１四半期の業績が平成20年４月22日公表の業績予想の数値の範囲内であることを踏まえて据置い

ております。今後の市況や業績動向等の変化により修正が必要と判断された場合には、速やかに開示することとい

たします。

 



４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　当連結会計年度から、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適

用しております。

　また、当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　①  会計基準等の改正に伴う変更

　(たな卸資産の評価方法の変更）

　たな卸資産については、従来、移動平均法及び総平均法並びに個別法に基づく原価法によっておりました

が、当連結会計年度から、移動平均法及び総平均法並びに個別法に基づく原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づき簿価を切下げる方法）に変更しております。

　これは「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が当連結会計年

度から適用されることとなったためであります。

　なお、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比し、当第１四半期連結累計期間の売上原価は865百

万円多く、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ865百万円多く計上されておりま

す。

　また、セグメント情報に与える影響は、「５．四半期連結財務諸表（５）セグメント情報」に記載してお

ります。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用）

　当連結会計年度から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

　②  ①以外の変更

（リース取引に関する会計基準等の適用）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度から、通常の売買取引に係る会計処理の方法に変更し、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用しております。

　これは「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））につき、

四半期財務諸表に関しては、平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適

用することができることとなったためであります。

　なお、リース取引開始日が新会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この結果、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,890 4,639

受取手形及び売掛金 14,409 14,591

商品 83 56

製品 4,277 5,142

原材料 1,427 1,082

仕掛品 8,023 7,950

貯蔵品 1,145 1,094

繰延税金資産 1,369 1,000

その他 993 677

貸倒引当金 △95 △90

流動資産合計 35,526 36,145

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,667 25,769

減価償却累計額 △18,760 △18,691

建物及び構築物（純額） 6,907 7,078

機械装置及び運搬具 61,822 61,740

減価償却累計額 △56,174 △56,254

機械装置及び運搬具（純額） 5,648 5,485

工具、器具及び備品 11,424 11,347

減価償却累計額 △9,850 △9,743

工具、器具及び備品（純額） 1,574 1,604

その他 895 671

有形固定資産合計 15,025 14,840

無形固定資産 627 604

投資その他の資産   

投資有価証券 3,019 2,708

繰延税金資産 2,927 3,094

その他 707 711

貸倒引当金 △28 △28

投資その他の資産合計 6,625 6,485

固定資産合計 22,278 21,931

資産合計 57,804 58,076



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,431 8,166

短期借入金 9,787 8,853

1年内返済予定の長期借入金 159 170

未払法人税等 28 38

役員賞与引当金 18 27

その他 6,302 5,990

流動負債合計 23,727 23,247

固定負債   

長期借入金 151 91

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 8,557 8,654

役員退職慰労引当金 231 282

その他 280 277

固定負債合計 9,221 9,306

負債合計 32,949 32,553

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,220 5,220

資本剰余金 5,223 5,223

利益剰余金 13,914 14,821

自己株式 △2 △2

株主資本合計 24,355 25,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,006 821

為替換算調整勘定 △508 △561

評価・換算差額等合計 498 259

純資産合計 24,854 25,522

負債純資産合計 57,804 58,076



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 13,665

売上原価 12,164

売上総利益 1,500

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 1,005

役員賞与引当金繰入額 9

退職給付引当金繰入額 83

役員退職慰労引当金繰入額 29

開発研究費 706

その他 797

販売費及び一般管理費合計 2,631

営業損失（△） △1,131

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 17

為替差益 150

その他 33

営業外収益合計 202

営業外費用  

支払利息 31

その他 0

営業外費用合計 31

経常損失（△） △961

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 24

固定資産売却損 0

特別損失合計 24

税金等調整前四半期純損失（△） △985

法人税、住民税及び事業税 12

法人税等調整額 △325

法人税等合計 △313

四半期純損失（△） △672



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △985

減価償却費 1,006

固定資産除却損 24

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51

受取利息及び受取配当金 △18

支払利息 31

為替差損益（△は益） 2

売上債権の増減額（△は増加） 241

たな卸資産の増減額（△は増加） 395

仕入債務の増減額（△は減少） △780

その他 76

小計 △154

利息及び配当金の受取額 18

利息の支払額 △33

法人税等の支払額 △33

営業活動によるキャッシュ・フロー △203

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,275

有形固定資産の売却による収入 4

無形固定資産の取得による支出 △67

投資有価証券の取得による支出 △0

貸付金の回収による収入 7

その他の支出 △5

その他の収入 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,334

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 935

長期借入れによる収入 96

長期借入金の返済による支出 △45

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △205

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 776

現金及び現金同等物に係る換算差額 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △749

現金及び現金同等物の期首残高 4,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,890



　当連結会計年度から、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しておりま

す。

　また、当社の四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、電子部品の製造・販売を主たる事業として行っております。当

第１四半期連結累計期間については、当事業の売上高及び営業損益が、全セグメントの売上高の合計及び営業損益

の合計額のほぼ100％を占めているため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
計

（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 12,086 1,040 537 13,665 ― 13,665

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,399 1,848 0 3,248 (3,248) ―

計 13,486 2,889 538 16,914 (3,248) 13,665

営業利益又は営業損失（△） 266 △28 △12 224 (1,356) △1,131

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）アジア……タイ国、シンガポール、中国

(2）北米………米国

３　会計処理の変更等（【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理

の原則・手続、表示方法等の変更を参照）

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

（会計処理の変更）

　当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適

用しております。これにより、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比し、当第１四半期連結累計期間

の「日本」の営業利益は865百万円少なく計上されております。



【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 アジア 北米 ヨーロッパ その他 合計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 5,001 681 424 454 6,561

Ⅱ　連結売上高（百万円）     13,665

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
36.6 5.0 3.1 3.3 48.0

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア…………香港、韓国、シンガポール、台湾、マレーシア

(2）北米……………米国

(3）ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、イタリア、オランダ

(4）その他…………イスラエル、メキシコ

３　海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会社及び国内に所在する連結子会社の輸出高と在外連結子会社の本

邦以外の国又は地域に対する売上高の合計額であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　売上高  14,558

Ⅱ　売上原価  11,395

売上総利益  3,163

Ⅲ　販売費及び一般管理費   

１　給与手当 1,063  

２　役員賞与引当金繰入額 9  

３　退職給付引当金繰入額 85  

４　役員退職慰労引当金
繰入額

15  

５　減価償却費 22  

６　賃借料 112  

７　技術提携費 115  

８　開発研究費 798  

９　その他 606 2,828

営業利益  334

Ⅳ　営業外収益   

１　受取利息 1  

２　受取配当金 19  

３　為替差益 133  

４　屑売却益 96  

５　その他 10 261

Ⅴ　営業外費用   

１　支払利息 25  

２　損害賠償金 14  

３　その他 10 50

経常利益  545



 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅵ　特別利益   

１　貸倒引当金戻入額 1  

２　投資有価証券売却益 4 5

Ⅶ　特別損失   

　　固定資産除却損 24 24

税金等調整前
四半期純利益

 526

法人税、住民税
及び事業税

21  

法人税等調整額 176 197

四半期純利益  329



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 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

526

２　減価償却費 974

３　固定資産除却損 24

４　貸倒引当金の減少額 △1

５　退職給付引当金の
減少額

△22

６　役員退職慰労引当金の
減少額

△32

７　受取利息及び
受取配当金

△21

８　支払利息 25

９　為替差益 △29

10　売上債権の増加額 △427

11　たな卸資産の増加額 △424

12　仕入債務の増加額 250

13　その他 △932

小計 △89

14　利息及び配当金の
受取額

21

15　利息の支払額 △24

16　法人税等の支払額 △575

営業活動による
キャッシュ・フロー

△667



 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

 

１　有形固定資産の取得
による支出

△796

２　有形固定資産の売却
による収入

0

３　無形固定資産の取得
による支出

△54

４　投資有価証券の取得
による支出

△0

５　投資有価証券の売却
による収入

8

６　貸付金の回収
による収入

3

７　その他の投資等の取得
による支出

△0

８　その他の投資等の回収
による収入

2

投資活動による
キャッシュ・フロー

△835

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

 

１　長期借入金の返済
による支出

△46

２　配当金の支払額 △207

３　その他 △3

財務活動による
キャッシュ・フロー

△257

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

10

Ⅴ　現金及び現金同等物の
減少額

△1,749

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

6,577

Ⅶ　現金及び現金同等物の
期末残高

4,827



（３）セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

　当社及び連結子会社は、電子部品の製造・販売を主たる事業として行っております。前第１四半期連結累計期間に

ついては、当事業の売上高及び営業損益が、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の合計額のほぼ100％を占め

ているため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。

[所在地別セグメント情報]

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社

（百万円）
連結

（百万円）

　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 12,668 1,211 679 14,558 ― 14,558

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,697 1,757 1 3,456 (3,456) ―

計 14,365 2,968 681 18,015 (3,456) 14,558

営業費用 12,486 3,091 676 16,253 (2,028) 14,224

営業利益又は営業損失（△） 1,879 △122 4 1,762 (1,427) 334

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）アジア……タイ国、シンガポール

(2）北米………米国

３　「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額及び主な内容は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

主な内容

営業費用のうち「消去又は全社」に

含めた配賦不能営業費用の金額
1,441百万円 当社の一般管理費

[海外売上高]

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

アジア 北米 ヨーロッパ その他 合計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 5,046 805 380 420 6,652

Ⅱ　連結売上高（百万円）     14,558

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
34.7 5.5 2.6 2.9 45.7

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア…………香港、韓国、シンガポール、台湾、マレーシア

(2）北米……………米国

(3）ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、イタリア、オランダ

(4）その他…………イスラエル、メキシコ

３　海外売上高は、当社及び国内に所在する連結子会社の輸出高と在外連結子会社の本邦以外の国又は地域に対

する売上高の合計額であります。



６．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(１）生産実績

　生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

事業部門の名称 金額（百万円）

マイクロ波管・周辺機器部門 682

マイクロ波応用製品部門 1,097

半導体部門 10,605

合計 12,385

　（注）　金額は、販売価格で表示しております。

(２）受注実績

　受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

事業部門の名称
受注高

（百万円）
受注残高
（百万円）

マイクロ波管・周辺機器部門 1,226 2,641

マイクロ波応用製品部門 1,045 137

半導体部門 12,556 4,195

合計 14,829 6,974

(３）販売実績

　販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

事業部門の名称 金額（百万円）

マイクロ波管・周辺機器部門 678

マイクロ波応用製品部門 1,018

半導体部門 11,967

合計 13,665

　（注）　総販売実績に対する割合が10％以上の相手先がないため、主な相手先別の販売実績の記載を省略しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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