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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 23,209 ― △173 ― 507 ― 94 ―

20年3月期第1四半期 24,212 △2.9 1,279 △1.9 1,514 17.7 557 △30.9

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 1.09 1.08
20年3月期第1四半期 6.42 6.29

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 99,903 40,696 40.4 464.94
20年3月期 105,407 40,645 38.2 464.48

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  40,351百万円 20年3月期  40,314百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 ― 3.50 7.00

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 49,600 ― 900 ― 400 ― 100 ― 1.15
通期 101,000 0.2 4,700 105.5 3,800 ― 2,100 ― 24.20

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、３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、３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．本資料に記載されている業績見通しにつきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、
実際の業績は、業績の変化などにより記載の見通しとは異なる結果となる可能性があることにご留意ください。 
 ２．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、改正後の「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 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  87,027,848株 20年3月期  87,027,848株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  238,756株 20年3月期  234,649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  86,790,569株 20年3月期第1四半期  86,810,692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１四半期におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界経済の混迷や原油をはじめとする原

材料価格の上昇による影響を受けるなど、停滞感が一層強まってまいりました。

　このようななか、当社を取り巻く環境は円高や価格競争激化の影響により総じて軟調に推移し、売上高は232

億９百万円（前年同期比4.1％減）にとどまりました。営業損益については、原材料価格の上昇や棚卸資産の評

価に関する会計基準適用の影響により、１億73百万円の損失となりましたが、為替差益の発生により、経常利

益は５億７百万円（前年同期比66.5％減）、四半期純利益は94百万円（前年同期比83.0％減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（デバイス事業）

　デバイス事業の売上高は、半導体製品、機能デバイス製品ともに減少し、100億42百万円（前年同期比7.4％

減）となりました。詳細は以下のとおりであります。

　半導体製品は、自動車市場において小型面実装ダイオードを中心に引き続き拡大したものの、ＰＤＰ市場で

価格競争が激しさを増すなど、デジタル家電市場での苦戦が響き、減収となりました。

　機能デバイス製品は、高耐圧パワーＩＣや省電力型電源用ＩＣがデジタル家電市場で堅調に推移したものの、

ＤＣ－ＤＣコンバータＩＣなどの販売が奮わず、減収となりました。

　デバイス事業の営業損益は、円高や原材料価格上昇による影響を原価低減活動で吸収しきれず、３億51百万

円の損失となりました。

（機器事業）

　機器事業の売上高は、パワーシステム製品、電装製品ともに減少し、117億15百万円（前年同期比4.3％減）

となりました。詳細は以下のとおりであります。

　パワーシステム製品は、移動体基地局向け整流器で一部需要増があったほか、ストレージ装置向け電源が好

調に推移いたしました。しかしながら、前期急拡大した成膜装置用電源が投資一巡により落ち込んだほか、モ

ジュール製品も伸ばしきれず、売上高は微減となりました。

　電装製品は、アジア市場において主力の二輪車用電装製品が拡大したものの、タイやインドネシアにおける

通貨安の影響や米国向け汎用エンジン用インバータ製品需要にブレーキが掛かったことなどにより、減収とな

りました。

　機器事業の営業利益は、原材料価格の上昇やアジア通貨安の影響を受け、９億95百円（前年同期比24.4％減）

となりました。

（その他事業）

　その他事業の売上高は、建設機器市場向けにアクチュエータ製品が好調に推移し、14億51百万円（前年同期

比28.0％増）となったものの、営業利益は同製品の原材料価格の上昇などにより、87百万円（前年同期比2.7％

減）にとどまりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　（資産、負債及び純資産の状況）

当第１四半期の総資産は999億３百万円（前期末比55億３百万円減）となりました。これは、主に受取手形及

び売掛金が16億78百万円減少したことや有形固定資産が25億93百万円減少したことなどによるものでありま

す。

  負債は592億７百万円（前期末比55億54百万円減）となりました。これは、主に賞与引当金取崩により10億８

百万円減少したことや借入金の返済等により有利子負債が14億32百万円減少したことなどによるものです。 

  純資産は406億96百万円（前期末比50百万円増）となりました。これは、為替換算調整勘定が８億76百万円減

少したもののその他有価証券評価差額金が11億24百万円増加したことなどによるものです。

  以上の結果、１株当たり純資産は464円94銭となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　現時点におきまして、平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想に変更はございません。



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

　① 簡便的な会計処理

・棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行っております。

・繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算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等を採用しております。

　② 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、改正後の「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。

・通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法に基づく原価法で評価しておりま

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）が適用

されたことに伴い、主として総平均法に基づく原価法（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、営業損失は507百万円増加し、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ507百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。また、前連結会計年度において営業外費用に計上しておりました、たな卸資産評価損及び

たな卸資産除却損は売上原価に含めて計上しております。これによる営業損失に与える影響は軽微であり、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。　

・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。これにより、営業損失は67百万

円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ67百万円減少しております。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おります。

（追加情報）　

・法人税法の改正を契機として、当第1四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を変更しております。こ

れによる営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利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 9,138 8,993

受取手形及び売掛金 21,573 23,252

商品及び製品 9,624 10,268

仕掛品 4,301 4,260

原材料及び貯蔵品 8,012 8,403

繰延税金資産 1,334 1,510

その他 1,708 2,369

貸倒引当金 △41 △54

流動資産合計 55,651 59,003

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,421 10,818

機械装置及び運搬具（純額） 8,655 9,795

土地 4,908 4,949

その他（純額） 2,300 3,316

有形固定資産合計 26,285 28,879

無形固定資産   

ソフトウエア 499 539

その他 128 136

無形固定資産合計 628 676

投資その他の資産   

投資有価証券 11,653 10,249

繰延税金資産 4,403 5,275

その他 1,374 1,417

貸倒引当金 △93 △94

投資その他の資産合計 17,337 16,849

固定資産合計 44,251 46,404

資産合計 99,903 105,407



（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 18,597 18,869

短期借入金 6,833 7,366

未払法人税等 136 271

賞与引当金 － 1,008

その他 3,311 6,196

流動負債合計 28,879 33,712

固定負債   

社債 10,000 10,000

新株予約権付社債 204 204

長期借入金 10,757 11,656

退職給付引当金 8,879 8,609

役員退職慰労引当金 52 560

繰延税金負債 5 6

その他 430 12

固定負債合計 30,328 31,049

負債合計 59,207 64,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,773 14,773

資本剰余金 13,982 13,982

利益剰余金 11,048 11,257

自己株式 △94 △93

株主資本合計 39,710 39,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,272 148

為替換算調整勘定 △631 245

評価・換算差額等合計 641 393

少数株主持分 344 331

純資産合計 40,696 40,645

負債純資産合計 99,903 105,407



（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 23,209

売上原価 20,087

売上総利益 3,121

販売費及び一般管理費 3,295

営業損失（△） △173

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 99

為替差益 698

その他 224

営業外収益合計 1,055

営業外費用  

支払利息 123

退職給付会計基準変更時差異の処理額 154

その他 97

営業外費用合計 374

経常利益 507

特別利益  

投資有価証券売却益 55

関係会社株式売却益 54

特別利益合計 109

税金等調整前四半期純利益 616

法人税、住民税及び事業税 232

法人税等調整額 270

法人税等合計 503

少数株主利益 18

四半期純利益 94



　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、改正後の「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。

（3）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（4）セグメント情報

ａ．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）

 デバイス
（百万円）

機　器
（百万円）

その他
（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 10,042 11,715 1,451 23,209 － 23,209

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
473 5 － 479 (479) －

計 10,516 11,721 1,451 23,688 (479) 23,209

営業利益又は営業損失（△） △351 995 87 731 (905) △173

（会計処理の方法の変更）

① 棚卸資産の評価に関する会計基準

「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「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。この変更により、従来の方法と比べて、営業損失が「デバイス」で263百万円増加し、営業利

益が「機器」で244百万円、「その他」で０百万円それぞれ減少しております。　

② 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

「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）を適用しております。この変更により、従来の方法と比べて、営業損失が「デ

バイス」で31百万円増加し、営業利益が「機器」で36百万円、「その他」で０百万円それぞれ減少しておりま

す。

ｂ．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 15,851 6,390 562 404 23,209 － 23,209

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,331 5,283 0 － 12,616 (12,616) －

計 23,183 11,674 563 404 35,826 (12,616) 23,209

営業利益又は営業損失（△） 527 187 0 16 731 (905) △173

（会計処理の方法の変更）

① 棚卸資産の評価に関する会計基準

「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「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。この変更により、従来の方法と比べて、「日本」の営業利益が507百万円減少しております。

② 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

「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）を適用しております。この変更により、従来の方法と比べて、営業利益が、「ア

ジア」で67百万円、「北米」で０百万円それぞれ減少しております。　



ｃ．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 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,368 820 872 17 10,078

Ⅱ　連結売上高（百万円）     23,209

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
36.0 3.5 3.8 0.1 43.4

（5）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

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 24,212

Ⅱ　売上原価 20,003

売上総利益 4,209

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,929

営業利益 1,279

Ⅳ　営業外収益

受取利息及び受取配当金 141

その他 470

営業外収益計 611

Ⅴ　営業外費用

　支払利息 118

　その他 259

　営業外費用計 377

経常利益 1,514

Ⅵ　特別損失

製品補償損失 119

貸倒引当金繰入額 28

特別損失計 147

税金等調整前四半期純利益 1,366

法人税、住民税及び事業税 233

法人税等調整額 561

少数株主利益 14

四半期純利益 557
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