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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 29,271 ― 41 ― 479 ― △565 ―
20年3月期第1四半期 31,234 2.6 512 △56.2 898 △12.1 404 △7.4

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 △4.99 ―
20年3月期第1四半期 3.57 3.11

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 97,299 10,761 11.1 94.91
20年3月期 105,836 10,338 9.8 91.18

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,761百万円 20年3月期  10,338百万円

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 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

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 61,000 △5.8 1,200 △46.2 600 △64.1 0 ― 0.00
通期 126,000 5.0 3,200 456.2 2,000 ― 500 ― 4.41

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  有  

[(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】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、5～6ページ【定性的情報・財務諸表等】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 
 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)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)を適用しております。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おります。 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としてい
ます。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  113,516,066株 20年3月期  113,516,066株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  129,496株 20年3月期  127,966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  113,387,462株 20年3月期第1四半期  113,394,307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

（１）事業の概況

当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、米国をはじめとする海外景気の減速に伴う輸出の鈍化や、

原油・原材料高による消費低迷および設備投資の抑制など、景気の減速感が一段と強まりました。電子機

器市場は、ノートパソコンや携帯電話といった主要機器を中心として前四半期を底に回復基調に転じたも

のの、その回復は緩やかなものとなっております。

一方、電子部品市場は、一部市場における前年度第３四半期までの過剰調達の反動、および景気減速を

背景に電子機器メーカーの部品調達が慎重となっていることなどにより低調に推移しました。

このような状況下、当社グループのエネルギーデバイスの売上高については、タンタルキャパシタの回

復が遅れているものの、ゲーム機市場の回復に伴うプロードライザの増加と、電動アシスト自転車向けラ

ミネート電池の好調により前年同期比微増となりました。一方、ネットワークデバイスとファンクショナ

ルデバイスの売上高は、主要製品の市場低迷に伴い前年同期比減少となりました。この結果、当社グルー

プ全体の売上高は、292億71百万円(前年同期比6.3%減)となりました。

損益面では、売上高減少や原材料価格の高騰などの影響により営業利益が41百万円(前年同期比４億70百

万円減)となったものの、経常利益は為替差益などにより４億79百万円(前年同期比４億18百万円減)となり

ました。

また、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴い、７億26百万円を特別損失に計上したことなどに

より、四半期純損失は５億65百万円(前年同期比９億70百万円減)となりました。

（２）部門別の事業の概況

① エネルギーデバイス事業部門

当事業部門は、タンタルキャパシタ、電気二重層キャパシタ、プロードライザを扱うキャパシタ事業

と、角型リチウムイオン二次電池、大容量ラミネート型リチウムイオン二次電池を扱う電池事業で構成

されています。

キャパシタ事業では、プロードライザが、ゲーム機市場における主力顧客の需要拡大を受けたこと、

また、カーナビゲーションシステムなどゲーム機以外の市場へ小型品の採用が進展したことにより、売

上高が伸長しました。一方、タンタルキャパシタは、当期初めまでノートパソコン市場における当社主

力顧客の生産調整の影響を受けたことにより、売上高が減少しました。このため、キャパシタ事業全体

としての売上高は前年同期並みとなりました。

電池事業は、角型リチウムイオン二次電池において、前年度に実行した事業再編の影響により売上高

が減少しましたが、大容量ラミネート型リチウムイオン二次電池において、電動アシスト自転車向けの

需要が引き続き好調であることにより、電池事業全体として売上高は前年同期並となりました。

このような結果、当事業部門の売上高は、161億68百万円（前年同期比0.4％増）となりました。

② ネットワークデバイス事業部門

当事業部門は、磁気カード、ＩＣカードやＩＣタグ、そして、それらへ情報を書き込み、読み取るリ

ーダライタ機器などを扱うアクセスデバイス事業と、自動車電装用および通信インフラ用のリレーと、

リードスイッチなどを扱うＥＭデバイス事業で構成されています。

アクセスデバイス事業は、磁気カード市場が大幅に縮小する中で、taspo（たばこ自動販売機用成人識

別カード）など、公共分野向けを中心にＩＣカードの採用が大きく進展したことにより、売上高が伸長

しました。
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ＥＭデバイス事業は、自動車電装用リレーが北米自動車市場の減産の影響を大きく受けたこと、通信

インフラ用シグナルリレーの欧州向け需要が停滞していること、また、リードスイッチでアミューズメ

ント機器市場において需要の低迷が続いていることにより、売上高が大幅に減少しました。

このような結果、当事業部門の売上高は、40億52百万円（前年同期比7.4％減）となりました。

③ ファンクショナルデバイス事業部門

当事業部門は、コイル、トランス、磁性シートなど、磁性材料技術をベースにするＥＭＣ事業と、イ

ンバータ、アクチュエータなど誘電体材料技術をベースにする圧電セラミック応用製品事業で構成され

ています。

ＥＭＣ事業では、小型・薄型チョークコイルなどの新製品の販売が、ノートパソコン市場やゲーム機

市場で進展し、また、携帯電話用アンテナモジュールの採用が拡大しました。しかしながら、ＥＭＣ事

業全般としては、需要伸長の鈍化の影響により、前年同期比では減少となりました。

圧電セラミック応用製品事業では、アクチュエータが、半導体製造装置等産業用途における需要の冷

え込みと、カメラ付き携帯電話およびデジタルカメラのレンズモジュール用途における当社主力顧客の

在庫調整の影響を受け、売上減となりました。

このような結果、当事業部門の売上高は、90億50百万円（前年同期比15.8％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、972億99百万円（前期末比85億37百万円減）となりました。こ

れは、受取手形及び売掛金が21億20百万円、有形固定資産が６億59百万円増加したものの、現金及び預金

が90億12百万円、たな卸資産が26億34百万円減少したためであります。

負債は、865億37百万円（前期末比89億61百万円減）となりました。これは、支払手形及び買掛金が５億

53百万円、賞与引当金が10億82百万円、借入金が72億18百万円減少したためであります。

純資産は、107億61百万円（前期末比４億23百万円増）となりました。これは、四半期純損失等による利

益剰余金の減少が５億84百万円あったものの、円安傾向の為替相場の変動により為替換算調整勘定が９億

37百万円増加したためであります。

自己資本比率は、11.1％となり前期末に比べ若干回復いたしました。有利子負債については、借入金の

返済などにより583億80百万円（前期末比73億29百万円減）となり、Ｄ／Ｅレシオ（自己資本に対する有利

子負債の割合）は、5.42倍（前期末比0.94ポイント減）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における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第１四半期連結

会計期間に比べて16億91百万円減少し38億２百万円となりました。

キャッシュ・フローの主な状況は次のとおりです。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期連結会計期間における営業活動により増加した資金は８億59百万円（前年同期比41億69

百万円増）となりました。これは、売上債権の増加が13億75百万円、仕入債務の減少が14億58百万円、

その他流動負債の減少が12億96百万円となったものの、減価償却費が20億58百万円およびたな卸資産の

減少が29億55百万円となったためであります。
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②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期連結会計期間における投資活動により減少した資金は23億13百万円（前年同期比23億44百

万円減）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が21億10百万円あったためであります。

③財務活動のよるキャッシュ・フロー

当第１四半期連結会計期間における財務活動により減少した資金は78億21百万円（前年同期比117億70

百万円減）となりました。これは、短期借入金の純減少が61億85百万円および長期借入金の返済による

支出が14億91百万円あったためであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の電子部品市場につきましては、景気減速による電子機器需要の下振れや新興国向けのローエンド製

品比率の増加による製品ミックスの悪化などリスク要因はあるものの、７月以降、年末商戦に向けた季節的

な需要増加時期に入ることもあり、電子部品需要は全般的に回復に向かう見込みであります。

このような事業環境の中、当社グループといたしましては、電池事業における大容量ラミネート型リチウ

ムイオン二次電池の将来の拡大に向けた事業再編の推進、生産性の改善などによるコスト低減活動の推進、

ならびに事業ポートフォリオの強化に取り組んでまいります。事業ポートフォリオについては、当社の主力

であるキャパシタ事業に加え、圧電セラミック応用製品事業と、インダクタやバスタレイドを中心とするＥ

ＭＣ事業の三つの柱を強化してまいります。また、これと並行して、従来から当社が強みを持っている市場

（ノートパソコン市場、ゲーム機市場、通信インフラ市場）に加え、携帯電話、デジタル家電、自動車電装の

各市場に注力し、これら主力市場にプロードライザ、マイクロインダクタ、圧電デバイスなどの当社素材技

術を活かした独自の新製品を投入し、販売を拡大してまいります。

なお、平成20年５月15日付の平成20年３月期決算短信において公表いたしました平成21年３月期の連結お

よび単独の業績予想に変更はございません。
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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)

該当事項はない。

(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

（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定している。

②棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。

③固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ

っている。

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっている。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

①税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用している。

(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の適用

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)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)を適用している。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る。

②重要な資産の評価基準の変更

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更している。

本会計基準の適用に伴い、期首棚卸資産に係る影響額726百万円を特別損失に計上している。

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」の適用

「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」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修

正を行っている。

これにより、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純損

失に与える影響は軽微である。
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④リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期

間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上

している。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっている。

なお、リース取引開始日が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いる。

これにより、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が総資産に与える影響は軽微であり、損

益への影響はない。

⑤重要な減価償却資産の減価償却の方法（追加情報）

機械装置については、平成20年度の税制改正により法定耐用年数が変更されたことに伴い、当第１四

半期連結会計期間から平成20年４月１日以後新規に取得した機械装置の耐用年数を変更している。

これにより、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純損

失に与える影響は軽微である。
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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 3,824 12,836

受取手形及び売掛金 15,074 12,954

製品 8,300 11,055

原材料 5,833 6,052

仕掛品 6,102 5,762

繰延税金資産 2,296 2,303

その他 1,824 1,961

貸倒引当金 △61 △54

流動資産合計 43,195 52,872

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 12,757 12,711

機械装置及び運搬具 25,339 23,875

その他 10,705 11,557

有形固定資産合計 48,803 48,144

無形固定資産

のれん 566 546

その他 1,451 1,452

無形固定資産合計 2,017 1,999

投資その他の資産

繰延税金資産 298 240

その他 3,112 2,704

貸倒引当金 △128 △123

投資その他の資産合計 3,282 2,820

固定資産合計 54,103 52,964

資産合計 97,299 105,836
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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 14,359 14,912

短期借入金 22,415 28,517

未払法人税等 731 718

賞与引当金 1,062 2,145

その他 6,201 6,671

流動負債合計 44,770 52,965

固定負債

新株予約権付社債 15,000 15,000

長期借入金 19,107 20,223

繰延税金負債 420 274

退職給付引当金 5,567 5,221

その他 1,672 1,812

固定負債合計 41,766 42,532

負債合計 86,537 95,498

純資産の部

株主資本

資本金 12,990 12,990

資本剰余金 11,063 11,063

利益剰余金 △13,550 △12,965

自己株式 △70 △69

株主資本合計 10,433 11,018

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 151 80

為替換算調整勘定 177 △759

評価・換算差額等合計 328 △679

純資産合計 10,761 10,338

負債純資産合計 97,299 105,836
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(2) 四半期連結損益計算書

（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) 

売上高 29,271

売上原価 25,059

売上総利益 4,211

販売費及び一般管理費 4,170

営業利益 41

営業外収益

為替差益 671

その他 117

営業外収益合計 788

営業外費用

支払利息 288

その他 63

営業外費用合計 351

経常利益 479

特別利益

固定資産売却益 4

特別利益合計 4

特別損失

たな卸資産評価損 726

その他 5

特別損失合計 731

税金等調整前四半期純利益 △248

法人税、住民税及び事業税 260

法人税等調整額 56

法人税等合計 317

四半期純利益 △565
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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 △248

減価償却費 2,058

退職給付引当金の増減額（△は減少） 340

受取利息 △19

支払利息 288

為替差損益（△は益） 49

持分法による投資損益（△は益） △35

固定資産売却損益（△は益） △4

固定資産除却損 5

売上債権の増減額（△は増加） △1,375

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,955

仕入債務の増減額（△は減少） △1,458

その他の流動資産の増減額（△は増加） 225

未払費用の増減額（△は減少） △66

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,296

その他 △13

小計 1,404

利息及び配当金の受取額 104

利息の支払額 △251

損害賠償金の支払額 △171

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △226

営業活動によるキャッシュ・フロー 859

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 △2,110

有形固定資産の売却による収入 11

無形固定資産の取得による支出 △40

短期貸付金の増減額（△は増加） △1

その他 △172

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,313

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） △6,185

長期借入金の返済による支出 △1,491

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △144

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,821

現金及び現金同等物に係る換算差額 262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,012

現金及び現金同等物の期首残高 12,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,802
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　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）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）を適用している。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る。

(4) 継続企業の前提に関する注記

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)

該当事項はない。

(5) セグメント情報

【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)

欧州 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1)外部顧客に対する
  売上高

18,791 9,013 238 1,228 29,271 ─ 29,271

　(2)セグメント間の内部
  売上高又は振替高

9,182 13,030 124 5 22,343 (22,343) ─

計 27,973 22,043 363 1,234 51,614 (22,343) 29,271

営業利益(又は営業損失) (345) 343 27 (7) 18 23 41

(注)１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっている。

　 ２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域は次のとおりである。

　 (1) アジア シンガポール、台湾、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む)

　 (2) 北米 アメリカ

　 (3) 欧州 ドイツ

【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 その他地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,844 649 1,228 10,723

Ⅱ 連結売上高(百万円) 29,271

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

30.2 2.2 4.2 36.6

(注)１ 国または地域の区分は、地理的近接度によっている。

　 ２ 各区分に属する主な国または地域は次のとおりである。

　 (1) アジア シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、

　  中国(香港を含む)、韓国

　 (2) 北米 アメリカ

　 (3) その他の地域 ドイツ、イギリス、その他

　 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ある。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)

　該当事項はない。
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「参考資料」

(要約)前四半期連結損益計算書

　 （単位：百万円）

科 目

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)

金額

Ⅰ 売上高 31,234

Ⅱ 売上原価 26,128

　 売上総利益 5,105

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,593

　 営業利益 512

Ⅳ 営業外収益 719

　 受取利息 26

　 為替差益 536

　 負ののれん償却額 1

　 その他 154

Ⅴ 営業外費用 333

　 支払利息 278

　 その他 54

　 経常利益 898

Ⅵ 特別利益 226

Ⅶ 特別損失 209

　 税金等調整前四半期純利益 915

　 税金費用 514

　 少数株主損失(△) △ 3

　 四半期純利益 404
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(要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　 （単位：百万円）

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

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 915

　 減価償却費 2,221

　 負ののれん償却額 △ 1

　 退職給付引当金の増加・減少(△)額 389

　 受取利息 △ 26

　 支払利息 278

　 売上債権の増加(△)・減少額 △ 168

　 たな卸資産の増加(△)・減少額 △ 724

　 仕入債務の増加・減少(△)額 △ 2,393

　 製品引取損失引当金の増加・減少(△)額 △ 2,803

　 その他 △ 633

　  小計 △ 2,946

　 利息及び配当金の受取額 50

　 利息の支払額 △ 276

　 法人税等の支払額 △ 137

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,309

Ⅱ 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 △ 3,243

　 有形固定資産の売却による収入 3

　 無形固定資産の取得による支出 △ 146

　 短期貸付金の増加(△)・減少額 0

　 その他 3,416

　投資活動によるキャッシュ・フロー 31

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の純増加・純減少(△)額 5,661

　 長期借入金返済による支出 △ 1,589

　 その他 △ 122

　財務活動によるキャッシュ・フロー 3,948

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 140

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 812

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,682

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,494
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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)

欧州 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1)外部顧客に対する
  売上高

18,018 11,238 303 1,674 31,234 ─ 31,234

　(2)セグメント間の内部
  売上高又は振替高

11,587 14,846 172 2 26,608 (26,608) ─

計 29,605 26,084 475 1,677 57,843 (26,608) 31,234

営業利益 94 264 73 30 464 47 512

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 その他地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,763 1,721 1,674 15,159

Ⅱ 連結売上高(百万円) 31,234

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

37.7 5.5 5.3 48.5
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6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(１)生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。

事業部門の名称 生産高(百万円)

エネルギーデバイス 13,263

ネットワークデバイス 4,501

ファンクショナルデバイス 9,010

合 計 26,775
(注)１ 金額は、販売価格による。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

(２)受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。

事業部門の名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

エネルギーデバイス 17,281 8,188

ネットワークデバイス 3,876 1,215

ファンクショナルデバイス 9,305 6,402

合 計 30,463 15,806
(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

(３)販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。

事業部門の名称 販売高(百万円)

エネルギーデバイス 16,168

ネットワークデバイス 4,052

ファンクショナルデバイス 9,050

合 計 29,271
(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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