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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 27,340 ― 2,085 ― 3,892 ― 2,699 ―
20年3月期第1四半期 25,595 △13.5 1,735 △42.8 2,510 △15.3 1,962 △27.5

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 14.13 ―
20年3月期第1四半期 10.28 ―

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 110,773 78,359 70.6 409.16
20年3月期 104,547 75,787 72.4 395.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  78,191百万円 20年3月期  75,631百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

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 55,000 ― 4,500 ― 4,500 ― 2,500 ― 13.08
通期 113,000 3.7 10,000 4.8 10,000 46.1 6,000 19.0 31.40

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  

新規 －社（社名                 ）   除外 －社（社名                 ）  

(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  有  

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】「４.その他」をご覧ください。  

(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) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】「４.その他」をご覧ください。  

(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．平成20年４月23日に公表しました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正していません。 
２．本資料に記載されている業績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およ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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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等」をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

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  191,107,628株 20年3月期  191,107,628株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  7,107株 20年3月期  1,728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  191,103,800株 20年3月期第1四半期  190,848,588株
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【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 

 

 平成 20 年度第１四半期は、スリー新（新製品・新市場・新顧客）の積極展開を進めてきたこともあ

り、売上高は前年同期比 17 億 44 百万円（+6.8%）増収の 273 億 40 百万円となりました。営業利益につ

いては、増収効果に加えて、合理化・生産性向上活動を強力に推し進めたことにより、前年同期比３億

49 百万円増益の 20 億 85 百万円となりました。経常利益については、為替差益が８億 53 百万円増加し

たことにより、前年同期比 13 億 82 百万円増益の 38 億 92 百万円となりました。当期純利益は７億 37

百万円増益の 26 億 99 百万円となりました。 

 なお、第１四半期と直前第４四半期の比較では、売上高は直前期比 18 億 53 百万円（△6.3%）減収、

営業利益は６億 74 百万円減益となりました。この減収のほとんどはシステム機器関連事業におけるロ

ボットによるものでありますが、これは顧客への設備搬入時期による四半期毎の増減であります。現時

点での受注は順調に推移しており、市場面からくる減収要因ではないと見ています。 

 

セグメント別売上高・営業利益の状況は次のとおりです。 

 

(1) 電子部品関連事業 

 電子部品関連事業の売上高は前年同期比６億 14 百万円（+3.2%）増収の 198 億 96 百万円となりまし

た。携帯電話は多機能化の流れが加速しており、カメラ機能もデジタルカメラ並の高画質が求められ高

画素化やオートフォーカス化が進んでおります。このような状況下、当社の携帯電話用途のレンズアク

チュエータは、小型・薄型化の要求に応え積極的な拡販を行った結果、大手メーカーへの参入を果たし、

売上高は大幅増収となりました。ステッピングモータはＰＣ、ＤＶＤレコーダー、ゲーム、デジタルカ

メラ用途向けが好調に推移しており、販売数量ベースでは前年同期比で+8.3％の増加となりました。モ

ータ駆動ユニットは、市場の消費動向変化に対応するため、新用途製品の展開など、スリー新の掘り起

こしを積極的に進めてまいりました。なお、ステッピングモータとモータ駆動ユニットは、前年と同様

に過去最高水準の売上高となりました。また、関係会社においては成形部品の積極的な投資・拡販を行

っており、増収に寄与致しました。 

 営業利益については、最低賃金や人民元の切り上げ加速に伴う中国生産コストの上昇や原材料高騰な

ど、原価アップの影響を受けましたが、増収効果や合理化・生産性向上活動等を継続して推し進めてき

たこともあり、前年同期比１億 41 百万円増益の９億 10 百万円となりました。 

 電子部品関連事業については、ステッピングモータ、モータ駆動ユニットなどの成長市場における製

品開発に注力し、積極的な拡販を進めてまいります。特に市場が拡大している携帯電話用途のレンズア

クチュエータについては、顧客要求規模に応える増産体制を順次整えており、トップメーカーを目指し

事業拡大を推進してまいります。 

 

(2) システム機器関連事業 

 システム機器関連事業の売上高は前年同期比 11 億 48 百万円（+19.8%）増収の 69 億 58 百万円となり

ました。カードリーダについては、スリー新展開を積極的に図りましたが、サブプライム問題に端を発

した米国金融業界による投資引き締め影響が徐々に広がり、ヨーロッパ諸国全体に投資抑制の影響が拡

大しており、前年同期比減収となりました。一方、前期に投資抑制があった液晶ガラス基板搬送用ロボ

ットは回復し、前年同期比増収となりました。 

 営業利益については、ロボットの増収効果もあり、前年同期比２億 14 百万円増益の 12 億 92 百万円

となりました。 

 システム機器関連事業については、カードリーダは欧米圏の需要回復に期待するとともに、今後成長

が見込まれる市場について積極的に拡販を進めてまいります。ロボットについては、液晶ガラス基板搬

送用ロボットの拡販を進めるとともに、太陽電池用ガラス基板搬送ロボットや半導体ロボット等をライ

ンアップし様々な搬送ニーズに対し、高品位でお応えすることで更なる事業拡大を図ってまいります。 

 

(3) その他 

 その他については、売上高は４億 85 百万円、営業利益は 54 百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比 62 億 26 百万円増加し 1,107 億 73

百万円となりました。流動資産は、現金及び預金の増加 30 億 95 百万円、預け金の減少 15 億 98 百万

円、たな卸資産の増加 18 億 34 百万円等で 36 億 10 百万円増加し、固定資産は有形固定資産の増加（リ

ース資産等）23 億 46 百万円等で 26 億 16 百万円増加しています。 

 負債合計は、前連結会計年度末比 36 億 53 百万円増加し 324 億 13 百万円となりました。流動負債は、

支払手形及び買掛金の増加 11 億 21 百万円、未払金及び未払費用の増加 14 億 77 百万円等により、31

億 28 百万円増加し、固定負債は、リース債務の増加６億 54 百万円等により５億 25 百万円増加してい

ます。 

 純資産は、前連結会計年度末比 25 億 72 百万円増加し 783 億 59 百万円となり、自己資本比率は、前

連結会計年度末の 72.4％から当第１四半期連結会計期間末は 70.6％となりました。  

 

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末のＣＭＳ預け金の残高は 106 億 56 百万円で、これを含めた現金及び現

金同等物の残高は、328 億 94 百万円となり、前連結会計年度末比 14 億 85 百万円増加しました。 

 営業活動の結果得られた資金は 33 億 29 百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益 38

億 54 百万円が主な内容です。 

 投資活動の結果使用した資金は 15 億 37 百万円となりました。これは設備投資による支出 14 億 85

百万円が主な内容です。 

 財務活動の結果使用した資金は 11 億１百万円となりました。これは配当金の支払による支出９億 55

百万円が主な内容です。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報等 

 

 当期連結業績の予想に関しては、第１四半期の業績を踏まえ、平成20年４月23日に開示しました通

期連結業績予想値を据え置くことと致します。 

 当期の業績予想に関する定性的情報は以下のとおりです。 

 平成20年度につきましては、円高・ドル安に加え、最低賃金や人民元の更なる切り上げ加速に伴う

中国生産コストの上昇や原材料高騰などのリスク懸念がありますが、前期に引き続き、新製品・新市

場・新顧客の積極展開による増収活動を進め、全社的な合理化・生産性向上活動等の改善を推進する

ことにより、原価形成力・収益力アップに取り組むことを基本的な考えとして積極的な挑戦を行って

まいります。 

 各製品の当社グループにおける取り組みの考え方につきましては次のとおりです。ステッピングモ

ータについては前期に引き続き、二桁成長を目指して積極的な営業活動に取り組んでまいります。市

場拡大が継続しております携帯電話用途のレンズアクチュエータについては小型・薄型化の市場要求

に応え積極的に拡販を行うとともに、顧客要求規模に応える増産体制を順次整えており、トップメー

カーを目指し事業拡大を推進してまいります。ＤＣモータについては、従来の音響・映像用途中心か

ら情報・産業機器向けに、量から質への事業転換を進めてまいります。具体的には産業・業務用ＡＣ

サーボモータ、家電・住設市場向け省エネ・環境関連モータユニット等、中規模市場領域をターゲッ

トに新製品開拓を進め事業拡大を進めてまいります。モータ駆動ユニットにつきましては、当社独自

の技術を融合させた提案型営業を積極的に展開し、需要の掘り起こしを図り増収に結びつけてまいり

ます。カードリーダにつきましては、欧米圏の需要回復に期待するとともに、今後成長が見込まれる

市場について積極的に拡販を進めてまいります。ロボットについては、業界トップシェアである液晶

ガラス基板搬送用ロボットの拡販を進めるとともに、太陽電池用ガラス基板搬送ロボットや半導体ロ

ボット等をラインアップしさまざまな搬送ニーズに高品位でお応えし更なる事業拡大を図ってまいり

ます。光ピックアップユニットにつきましては、コンボハーフハイトで培った技術をベースにＤＶＤ

記録系への展開を図り、収益化に向けて取り組んでまいります。 

 通期業績予想の前提となっております為替レートは１ＵＳ＄＝100 円です。アジア通貨もこれに連動

して設定しています。 
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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 

たな卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算出しています。 

 

(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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）および「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）を適用しています。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については従来、当社および国内連結子会社は、先入先出法

による低価法を採用していましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しています。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。 

③「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」 

 当第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しています。 

 これによる損益に与える影響は軽微です。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 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

理によっていましたが、「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））および「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））が平成 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になったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。 

 また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、当社は

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を、連結子会社は定額法を採用しています。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高または未経過リース料期末残高相当額（利息相

当額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっています。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に 1,059 百万円、無形固

定資産に 106 百万円計上され、損益に与える影響は軽微です。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として当第１四半期連結会計期間より、当社およ

び国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め法人税法改正後の耐用年数に、一部の海外連結子会

社の機械装置については、従来の経済的使用可能予測期間が実際の経済的使用可能期間と相違するこ

とが明らかになったため、既存の減価償却資産を含め、実際の経済的使用可能期間に合わせた経済耐

用年数に変更しています。 

 これによる損益に与える影響は軽微です。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。 
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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 17,408 14,312 

  受取手形及び売掛金 30,812 30,940 

  有価証券 5,000 5,000 

  商品 509 582 

  製品 4,508 3,572 

  原材料 2,613 1,866 

  仕掛品 2,508 2,311 

  貯蔵品 960 934 

  繰延税金資産 1,002 1,176 

  預け金 10,656 12,255 

  未収入金 1,316 840 

  その他 407 319 

  貸倒引当金 △29 △45 

  流動資産合計 77,675 74,065 

 固定資産   

 有形固定資産   

  建物及び構築物（純額） 6,216 6,244 

  機械装置及び運搬具（純額） 10,035 9,104 

  土地 7,046 7,068 

  リース資産（純額） 1,479 408 

  建設仮勘定 1,661 1,350 

  その他（純額） 2,687 2,605 

  有形固定資産合計 29,128 26,782 

 無形固定資産   

  リース資産 106 － 

  その他 447 374 

  無形固定資産合計 554 374 

 投資その他の資産   

  投資有価証券 2,780 2,480 

  長期貸付金 36 36 

  繰延税金資産 278 545 

  その他 329 272 

  貸倒引当金 △10 △10 

  投資その他資産合計 3,414 3,325 

  固定資産合計 33,098 30,481 

資産合計 110,773 104,547 
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                                           (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 16,333 15,212 

  短期借入金 5 13 

  リース債務 609 108 

  未払金及び未払費用 6,399 4,922 

  未払法人税等 1,113 865 

  繰延税金負債 － 2 

  賞与引当金 837 1,102 

  設備関係支払手形 1,067 979 

  その他 572 604 

  流動負債合計 26,939 23,811 

 固定負債   

  長期借入金 36 36 

  リース債務 792 138 

  長期未払金 2,724 2,877 

  繰延税金負債 460 424 

  退職給付引当金 255 196 

  負ののれん 1,204 1,275 

  固定負債合計 5,474 4,948 

 負債合計 32,413 28,759 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 35,270 35,270 

  利益剰余金 43,428 41,727 

  自己株式 △5 △1 

  株主資本合計 78,693 76,996 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 497 315 

  為替換算調整勘定 △1,000 △1,680 

  評価・換算差額等合計 △502 △1,364 

 少数株主持分 168 155 

 純資産合計 78,359 75,787 

負債純資産合計 110,773 104,547 



 

 

日本電産サンキョー(株) (7757) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 
 

 

(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 27,340 

売上原価 22,531 

売上総利益 4,808 

販売費及び一般管理費 2,723 

営業利益 2,085 

営業外収益  

 受取利息 107 

 受取配当金 23 

 負ののれん償却額 68 

 為替差益 1,548 

 雑収入 99 

 営業外収益合計 1,847 

営業外費用  

 支払利息 11 

 雑損失 28 

 営業外費用合計 40 

経常利益 3,892 

特別利益  

 固定資産売却益 4 

 貸倒引当金戻入額 19 

 特別利益合計 23 

特別損失  

 固定資産除却損 3 

 固定資産売却損 0 

 減損損失 57 

 特別損失合計 62 

税金等調整前四半期純利益 3,854 

法人税、住民税及び事業税 788 

法人税等調整額 365 

法人税等合計 1,154 

少数株主利益 1 

四半期純利益 2,699 
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(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利益 3,854 

減価償却費 1,333 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 

賞与引当金の増減額（△は減少） △276 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 

受取利息及び受取配当金 △131 

支払利息 11 

負ののれん償却額 △68 

固定資産売却損益（△は益） △4 

固定資産除却損 3 

減損損失 57 

売上債権の増減額（△は増加） 510 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,598 

仕入債務の増減額（△は減少） 888 

その他資産の増減額（△は増加） △1,203 

その他負債の増減額（△は減少） 865 

その他 △572 

小   計 3,713 

利息及び配当金の受取額 131 

利息の支払額 △11 

法人税等の支払額 △503 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,329 

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 △1,485 

無形固定資産の取得による支出 △9 

有形固定資産の売却による収入 10 

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 2 

その他 △54 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,537 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △7 

リース債務の返済による支出 △134 

自己株式の取得による支出 △4 

配当金支払額 △955 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,101 

現金及び現金同等物に係る換算差額 794 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,485 

現金及び現金同等物の期首残高 31,409 

現金及び現金同等物の期末残高 32,894 

 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）および「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）を適用しています。また「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 

    

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。
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(5) セグメント情報    

 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 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）              (単位：百万円) 

 
電 子 部 品 
関 連 事 業 

システム機
器関連事業 

そ の 他 計 
消 去 又 は 
全 社 

連 結 

 売上高 及び営 業損益        

売   上   高        

外部顧客 に対す る売上 高  19,896 6,958 485 27,340 － 27,340 

セグメン ト間の 内部売 上高 又
は振替高  

23 55 38 116 （116) － 

計  19,919 7,014 523 27,457 (116) 27,340 

営業費用  19,009 5,722 468 25,200 54 25,255 

営業利益  910 1,292 54 2,256 (171) 2,085 

(注 )１ . 事業区分の方法および区分に属する主要な製品等の名称 
事業区分は製品等の種類および市場の類似性を基礎とし、生産実態、親会社における経営組織も考慮して区分しています。 

 

事 業 区 分 主    要    製    品 

電子部品関連事業 
マイクロモータ、レンズアクチュエータ、タイムスイッチ、ステッピングモータおよび関連ユ

ニット、光ピックアップユニット、事務機器用ユニット、メカユニット等 

システム機器関連事業 磁気カードリーダ、産業用機械等 

その他 オルゴール販売、機器メンテナンス等 

２ . 当四半期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は171百万円であり、その主なもの
は、親会社の役員関連の費用および全社に係る総務、経理などの費用です。 

３ . 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、通常の販売目的

で保有するたな卸資産については従来、当社および国内連結子会社は、先入先出法による低価法を採用してい

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）を採用しています。  

 これによるセグメント情報に与える影響はありません。  

４ . 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、 当第１四半期連

結会計期間より、「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）を適用しています。 

 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。 

５ . 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、 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いましたが、「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））および「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））が平成 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になったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。 

 また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、当社はリース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定率法を、連結子会社は定額法を採用しています。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首
に前連結会計年度末における未経過リース料残高または未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除
後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっています。 

 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。 
６ . 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、法人税法の改正

による法定耐用年数の変更を契機として当第１四半期連結会計期間より、当社および国内連結子会社は、既存

の減価償却資産を含め法人税法改正後の耐用年数に、一部の海外連結子会社の機械装置については、従来の経

済的使用可能予測期間が実際の経済的使用可能期間と相違することが明らかになったため、既存の減価償却資産を含

め、実際の経済的使用可能期間に合わせた経済耐用年数に変更しています。 

 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。  
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〔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）              (単位：百万円) 

 日本 アジア 北米 欧州 計 
消 去 又 は 
全 社 

連 結 

 売上高及び営業損益        

売  上  高        

外部顧客に対する売上高 19,416 6,663 828 431 27,340 － 27,340 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又
は振替高 

3,408 9,670 4 4 13,088 (13,088) － 

計 22,825 16,333 833 436 40,428 (13,088) 27,340 

営業費用  21,390 15,748 700 368 38,207 (12,952) 25,255 

営業利益  1,434 585 132 67 2,220 (135) 2,085 

(注 )１ . 地域は地理的近接度により区分しています。 

２ . 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 
 (1) アジア----中国、香港、シンガポール、台湾 等 
 (2) 北米------米国 

 (3) 欧州------ドイツ 
３ . 当四半期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は171百万円であり、その主なもの

は、親会社の役員関連の費用および全社に係る総務、経理などの費用です。 

４ . 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、通常の販売目的

で保有するたな卸資産については従来、当社および国内連結子会社は、先入先出法による低価法を採用してい

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）を採用しています。  

これによるセグメント情報に与える影響はありません。  

５ . 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結

会計期間より、「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）を適用しています。 

 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。 
６ . 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、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いましたが、「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））および「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））が平成 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になったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。 

 また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、当社はリース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定率法を、連結子会社は定額法を採用しています。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首
に前連結会計年度末における未経過リース料残高または未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除

後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっています。 
 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。 

７ . 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、法人税法の改正

による法定耐用年数の変更を契機として当第１四半期連結会計期間より、当社および国内連結子会社は、既存

の減価償却資産を含め法人税法改正後の耐用年数に、一部の海外連結子会社の機械装置については、従来の経

済的使用可能予測期間が実際の経済的使用可能期間と相違することが明らかになったため、既存の減価償却資産を含

め、実際の経済的使用可能期間に合わせた経済耐用年数に変更しています。 

 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。  

 

〔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） 

 北米地域 欧州地域 アジア地域 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 690 985 13,424 375 15,476 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     27,340 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 2.5 ％ 3.6 ％ 49.1 ％ 1.4 ％ 56.6％ 

(注 )１ .  地域は、地理的近接度により区分しています。 

２ .  各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 
 (1) 北米地域-----米国、カナダ 
 (2) 欧州地域-----ＥＵ諸国 等 

 (3) アジア地域---中国、香港、インドネシア、シンガポール、台湾 等 
３ .  海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

 

(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。 
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「参考資料」 

 

前四半期にかかる財務諸表 

 

(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（平成 19 年４月１日～６月 30 日）    

                 (単位：百万円) 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第１四半期） 科    目 

金額 

Ⅰ 売上高 25,595 

Ⅱ 売上原価 21,228 

売上総利益 4,367 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,632 

営業利益 1,735 

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息 140 

２．受取配当金 21 

３．為替差益 694 

４．雑収益 72 

営業外収益合計 928 

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息 99 

２．雑損失 53 

営業外費用合計 153 

経常利益 2,510 

Ⅵ 特別利益 55 

Ⅶ 特別損失 76 

税金等調整前四半期純利益 2,489 

法人税、住民税及び事業税 376 

法人税等調整額 11 

少数株主利益 138 

四半期純利益 1,962 
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(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（平成 19 年４月 1 日～６月 30 日） 

                       (単位：百万円) 

 
前年同四半期 

(平成20年３月期 

第１四半期） 

区   分  金  額 

Ⅰ 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利益 2,489 

減価償却費 1,215 

退職給付引当金の減少額 △11 

賞与引当金の減少額 △210 

貸倒引当金の減少額 △38 

受取利息及び受取配当金 △161 

支払利息 99 

固定資産売却益 △5 

投資有価証券売却益 △2 

固定資産売却損 0 

固定資産除却損 5 

売上債権の減少額 1,268 

たな卸資産の増加額 △672 

仕入債務の減少額 △502 

その他資産の増加額 △423 

その他負債の増加額 633 

その他 46 

小   計 3,728 

利息及び配当金の受取額 161 

利息の支払額 △99 

法人税等の支払額 △347 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

3,443 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の純減少額 176 

有形固定資産の取得による支出 △1,033 

無形固定資産の取得による支出 △29 

有形固定資産の売却による収入 12 

投資有価証券の取得による支出 △0 

投資有価証券の売却による収入 4 

貸付による支出 △0 

貸付金の回収による収入 1 

その他 △88 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△955 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △11 

自己株式の取得による支出 △5 

配当金支払額 △954 

少数株主への配当金の支払額 △37 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△1,008 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 457 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,936 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 35,907 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 37,844 
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(3) セグメント情報    

 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 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）              (単位：百万円) 

 
電 子 部 品 
関 連 事 業 

システム機
器関連事業 

そ の 他 計 
消 去 又 は 
全 社 

連 結 

 売上高 及び営 業損益        

売   上   高        

外部顧客 に対す る売上 高  19,281 5,810 504 25,595 － 25,595 

セグメン ト間の 内部売 上高 又
は振替高  

20 27 39 87 （87) － 

計  19,301 5,838 543 25,683 (87) 25,595 

営業費用  18,532 4,760 513 23,807 53 23,860 

営業利益  768 1,077 29 1,876 (140) 1,735 

(注 )１ .事業区分の方法および区分に属する主要な製品等の名称 
事業区分は製品等の種類および市場の類似性を基礎とし、生産実態、親会社における経営組織も考慮して区分しています。 

 

事 業 区 分 主    要    製    品 

電子部品関連事業 
マイクロモータ、レンズアクチュエータ、タイムスイッチ、ステッピングモータおよび関連ユ

ニット、光ピックアップユニット、事務機器用ユニット、メカユニット等 

システム機器関連事業 磁気カードリーダ、産業用機械等 

その他 オルゴール販売、機器メンテナンス等 

２ .前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は141百万円であり、その主なものは、
親会社の役員関連の費用および全社に係る総務、経理などの費用です。 

 

〔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）              (単位：百万円) 

 日本 アジア 北米 欧州 計 
消 去 又 は 
全 社 

連 結 

 売上高及び営業損益        

売  上  高        

外部顧客に対する売上高 17,379 6,727 1,020 468 25,595 － 25,595 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又
は振替高 

3,488 9,224 9 3 12,726 (12,726) － 

計 20,867 15,952 1,029 472 38,322 (12,726) 25,595 

営業費用  19,621 15,497 863 396 36,379 (12,519) 23,860 

営業利益  1,245 454 166 75 1,942 (207) 1,735 

(注 )１ .地域は地理的近接度により区分しています。 
２ .本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

 (1) アジア----中国、香港、シンガポール、台湾 等 
 (2) 北米------米国 
 (3) 欧州------ドイツ 

３ .前四半期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は141百万円であり、その主なもの
は、親会社の役員関連の費用および全社に係る総務、経理などの費用です。 

 

〔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） 

 北米地域 欧州地域 アジア地域 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,166 1,190 12,210 427 14,994 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     25,595 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 4.6 ％ 4.6 ％ 47.7 ％ 1.7 ％ 58.6 ％ 

(注 )１ .地域は、地理的近接度により区分しています。 

２ .各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 
 (1) 北米地域-----米国、カナダ 
 (2) 欧州地域-----ＥＵ諸国 等 

 (3) アジア地域---中国、香港、インドネシア、シンガポール、台湾 等 
３ .海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 
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