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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 112,406 ― 7,047 ― 7,698 ― 4,814 ―

20年3月期第1四半期 100,598 84.3 3,017 61.9 4,484 186.1 2,307 214.2

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 70.66 60.94
20年3月期第1四半期 33.86 29.20

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 208,591 90,552 43.4 1,328.53
20年3月期 200,386 86,406 43.1 1,267.73

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  90,525百万円 20年3月期  86,383百万円

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  有  

前期（平成20年３月期）期末配当金の内訳 普通配当10円、特別配当２円50銭  

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 ― 7.50 ― 12.50 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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  有  
 

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 226,000 ― 13,000 ― 13,200 ― 7,000 ― 102.73
通期 435,000 3.7 22,000 35.1 22,400 53.3 11,500 46.0 168.77

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）詳細は、２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 
（1）平成20年５月８日に公表いた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おります。なお、当該予想数値の修正に関 する
事項は、本日（平成20年８月７日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
（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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  72,710,084株 20年3月期  72,710,084株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,570,609株 20年3月期  4,569,639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  68,139,862株 20年3月期第1四半期  68,144,323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（平成20年４月～平成20年６月）の世界経済は、昨年に引き続き中国を筆頭とするＢＲＩＣｓ地域で

の経済は減速しつつも、底堅い成長となっておりますが、米国経済が、サブプライムローン問題の影響を受け、金融

環境の大幅な悪化や原油・原材料価格の高騰等により、急速に減速しており、世界経済全体の先行きは不透明感が強

まる状況となりました。 

 このような状況の下で、当社グループでは、携帯電話を中心とした移動体通信関連につきましては、液晶事業の縮

小もあり低調な推移となりましたが、アミューズメント（ゲーム機器）関連が、前年に引き続き好調に推移、また電

子化が進む自動車関連も堅調な推移となりました。 

 これらの結果、当第１四半期の連結売上高は、1,124億6百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益は70億47百万円

（前年同期比133.5％増）、経常利益は76億98百万円（前年同期比71.7％増）、四半期純利益は48億14百万円（前年

同期比108.7％増）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金等の増加により前期末比82億５百万円増の2,085億91百万円とな

りました。又、負債につきましては、支払手形及び買掛金、短期借入金等の増加により前期末比40億59百万円増の

1,180億39百万円となりました。 

 なお、純資産は、四半期純利益を計上したこと等により前期末比41億45百万円増の905億52百万円となり、自己資

本比率は43.4％となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想の修正に関しましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、今回の業績予想における為替レートにつきましては、１ＵＳドル＝100円を前提としております。 

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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 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）が適用されたこ

とに伴い、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）により算定しておりま

す。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は317百万円減少しております。 

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」の適用 

 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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への影

響は軽微であります。 



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 26,058 26,317

受取手形及び売掛金 97,266 91,974

商品及び製品 13,529 14,452

仕掛品 4,618 3,892

原材料及び貯蔵品 18,133 19,015

その他 19,323 14,624

貸倒引当金 △206 △206

流動資産合計 178,723 170,071

固定資産   

有形固定資産 19,713 19,709

無形固定資産 633 585

投資その他の資産   

投資有価証券 6,755 6,808

その他 2,873 3,319

貸倒引当金 △107 △107

投資その他の資産合計 9,521 10,020

固定資産合計 29,868 30,315

資産合計 208,591 200,386



（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 65,200 62,518

短期借入金 15,154 12,742

未払法人税等 2,203 3,304

その他 17,096 17,053

流動負債合計 99,655 95,618

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 10,039 10,041

長期借入金 131 132

退職給付引当金 7,399 7,562

その他 812 624

固定負債合計 18,383 18,361

負債合計 118,039 113,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,660 13,660

資本剰余金 19,596 19,596

利益剰余金 63,392 59,441

自己株式 △5,605 △5,603

株主資本合計 91,044 87,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 912 517

為替換算調整勘定 △1,431 △1,228

評価・換算差額等合計 △518 △711

新株予約権 26 22

純資産合計 90,552 86,406

負債純資産合計 208,591 200,386



（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 112,406

売上原価 101,852

売上総利益 10,554

販売費及び一般管理費 3,506

営業利益 7,047

営業外収益  

受取利息 53

受取配当金 81

為替差益 549

持分法による投資利益 0

その他 32

営業外収益合計 717

営業外費用  

支払利息 60

その他 5

営業外費用合計 66

経常利益 7,698

特別利益  

固定資産売却益 3

投資有価証券売却益 19

その他 1

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産除売却損 7

投資有価証券評価損 217

その他 0

特別損失合計 225

税金等調整前四半期純利益 7,498

法人税、住民税及び事業税 2,342

法人税等調整額 341

法人税等合計 2,683

四半期純利益 4,814
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