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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 59,097 ― 342 ― 216 ― △930 ―
20年3月期第2四半期 64,784 △4.0 2,231 △20.2 1,670 △44.9 538 33.6

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2四半期 △8.20 ―
20年3月期第2四半期 4.75 4.14

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2四半期 94,079 9,551 10.2 84.24
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2四半期  9,551百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 114,000 △5.0 900 56.4 300 ― △1,300 ― △11.47

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 
(1)平成21年３月期の連結業績予想および単独業績予想を修正しております。詳細は4～5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、およ
び平成20年10月22日公表の「平成21年３月期第２四半期累計期間および通期の業績予想（連結・単独）修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
(2)上記の業績予想は、公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公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。 
(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)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。  

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2四半期  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2四半期  135,876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2四半期  113,384,843株 20年3月期第2四半期  113,392,932株
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平成21年３月期第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日）における当社グルー

プの経営成績は、以下のとおりであります。 

なお、平成21年３月期第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）における当社

グループの経営成績は、平成21年３月期第１四半期決算短信（平成20年７月29日開示）をご参照下さい。

当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、米国発金融危機に端を発する海外景気の後退懸念による

輸出の鈍化や設備投資の抑制ならびに原料高等により、減速感が強まりました。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の新興地域向けローエンド機種の需要は堅調に推移したもの

の、欧米など先進地域向け高機能機種の需要は鈍化しました。自動車市場は、低燃費車種の販売は堅調

に推移したものの、北米を中心に新車販売が低迷し、一段と市場の減速感が強まりました。 

電子部品市場は、電子機器のローエンド機種増加に伴う電子部品搭載個数の減少や価格下落の影響を

大きく受け、第１四半期に引き続き低調に推移しました。 

このような状況下、当社グループの売上高は、電動アシスト自転車向けラミネート電池とtaspo（た

ばこ自動販売機用成人識別カード）向けＩＣカードが第１四半期に引き続き好調に推移したものの、主

要製品が先進地域向け電子機器の伸長鈍化と価格下落の影響を大きく受け、前年同期比では減少しまし

た。 

このような結果、第２四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、298億26百万円（前年

同期比11.1％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３億円（前年同期比82.5％減）となり、経常損失は２億62百万円（前年同期比10億35百万円減）、

四半期純損失は３億64百万円（前年同期比４億98百万円減）となりました。 

また、第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）における当社グループの売

上高は590億97百万円（前年同期比8.8％減）、営業利益は３億42百万円（前年同期比84.6％減）、経常

利益は２億16百万円（前年同期比87.0％減）、四半期純損失は９億30百万円（前年同期比14億68百万円

減）となりました。 

  

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。 

キャパシタ事業においては、前年同期比では販売価格の低下と円高が減収要因となったものの、プ

ロードライザについては、ノートパソコンなどゲーム機以外の市場での需要は堅調に推移しました。

また、タンタルキャパシタ、中でもネオキャパシタ（導電性高分子タンタルキャパシタ）について

は、ノートパソコン需要は堅調に推移しました。 

電池事業においては、前年度に実行した事業再編の影響により角型リチウムイオン二次電池の売上

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が、主力用途である電動アシスト

自転車の需要を拡大したことにより、電池事業全体としての売上高は微増となりました。 

このような結果、第２四半期連結会計期間における当事業部門の売上高は、164億51百万円（前年

同期比11.0％減）となりました。 

また、第２四半期連結累計期間における当事業部門の売上高は、326億19百万円（前年同期比5.7％

減）となりました。 

  

【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

(２)部門別の事業の概況

①エネルギーデバイス事業部門
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当事業部門は、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、そしてリー

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、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

心とするＩＣカードの拡大を牽引力として、売上高が伸長しました。  

ＥＭデバイス事業は、自動車電装用リレーが北米をはじめとした自動車市場の減速の影響を大きく

受けたこと、通信インフラ用シグナルリレーの欧州における需要が引き続き停滞していること、ま

た、リードスイッチの主力市場であるアミューズメント機器市場の冷え込みにより、売上高が減少し

ました。 

このような結果、第２四半期連結会計期間における当事業部門の売上高は、37億85百万円（前年同

期比9.2％減）となりました。 

また、第２四半期連結累計期間における当事業部門の売上高は、78億38百万円（前年同期比8.3％

減）となりました。 

  

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

アクチュエータなどの誘電体材料技術をベースにする圧電デバイス事業で構成されています。 

ＥＭＣ事業は、薄型テレビ向けに電源用コイルの拡販が進展しましたが、ノートパソコン市場およ

びゲーム機市場において価格競争が激化したこと、国内携帯電話機市場において買い替え需要の鈍化

に伴いトランスなどの需要が減少したこと、また、景気の低迷を受け一般民需向けノイズ関連部品の

需要が落ち込んだことにより、売上高が減少しました。 

圧電デバイス事業は、主力であるアクチュエータが、半導体製造装置等産業用途における需要低迷

と、カメラ付き携帯電話のレンズモジュール用途における主要顧客の在庫調整の影響を大きく受けた

ことにより、売上高が伸び悩みました。 

このような結果、第２四半期連結会計期間における当事業部門の売上高は、95億89百万円（前年同

期比12.0％減）となりました。 

また、第２四半期連結累計期間における当事業部門の売上高は、186億39百万円（前年同期比

13.9％減）となりました。 

  

なお、前年同期比増減率および増減額については、参考として記載しております。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、940億79百万円（前期末比117億57百万円減）となりまし

た。これは、受取手形及び売掛金が24億28百万円増加したものの、現金及び預金が90億60百万円、製品

が41億79百万円減少したためであります。 

負債は、845億28百万円（前期末比109億70百万円減）となりました。これは、支払手形及び買掛金が

７億62百万円、借入金が84億24百万円減少したためであります。 

純資産は、95億51百万円（前期末比７億86百万円減）となりました。これは、利益剰余金が９億50百

万円減少したためであります。 

自己資本比率は、10.2％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570億70百万円（前期末比86億39百万円減）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、5.98倍となりました。 

  

②ネットワークデバイス事業部門

③ファンクショナルデバイス事業部門

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
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当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、37億56百万円

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。 

当第２四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は41億40百万円となりました。こ

れは、税金等調整前四半期純損失が５億38百万円、売上債権の増加が23億94百万円、仕入債務の減少

が９億13百万円、法人税等の支払額が６億10百万円あったものの、減価償却費が43億16百万円、たな

卸資産の減少が43億20百万円あったためであります。 

当第２四半期連結累計期間における投資活動により減少した資金は43億25百万円となりました。こ

れは、有形固定資産の取得による支出が40億98百万円あったためであります。 

当第２四半期連結累計期間における財務活動により減少した資金は88億67百万円となりました。こ

れは、短期借入金の純減少が43億12百万円、長期借入金の返済による支出が42億60百万円あったため

であります。 

  

今後の電子部品市場につきましては、米国発金融危機に端を発する世界景気の減速懸念に伴う電子機器

市場の冷え込みにより、さらに厳しい市場環境となることが予想されます。また、円高進行による収益の

圧迫も懸念されます。 

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、プロードライザ、マイクロインダクタ、圧

電アクチュエータなどの当社素材技術を活かした戦略製品の投入により新規市場を開拓し、販売の拡大を

図るとともに、生産性改善や業務効率化などによるコスト低減活動を加速し、事業基盤の強化を図ってま

いります。なお、今後自動車向けなどで需要拡大が見込まれる大容量ラミネート型リチウムイオン二次電

池事業につきましては、当初計画どおり事業を推進してまいります。 

  

平成20年10月22日付「平成21年３月期第２四半期累計期間および通期の業績予想（連結・単独）修正に

関するお知らせ」で公表のとおり、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を修正しております。 

なお、下記表中「前回発表予想」は平成20年５月15日付の公表値、「今回修正予想」は、平成20年10月

22日付の公表値であります。 

  

 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） 

 
  

(２)キャッシュ・フローの状況

①営業活動によるキャッシュ・フロー

②投資活動によるキャッシュ・フロー

③財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ）    126,000    3,200    2,000       500

今回修正予想（Ｂ）    114,000     900    300    △1,300

増減額（Ｂ－Ａ）    △12,000  △2,300   △1,700    △1,800

増減率（％）     △9.5％   △71.9％   △85.0％      ─

（ご参考）

前期実績(平成20年度３月期)    120,011    575   △1,778    △12,785
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 平成21年３月期の単独業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

   
（注）上記の業績予想は、公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

因に係る公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。 

  
  

該当事項はない。 
  

当第２四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。

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。 

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に著しい変化

がなく、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は、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によっており、前

連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変

化が認められた場合には、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

ンニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっている。 

  

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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。 

  

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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ）    119,700    1,200    1,500       500

今回修正予想（Ｂ）    108,000   △1,000     900     △200

増減額（Ｂ－Ａ）    △11,700   △2,200    △600     △700

増減率（％）     △9.8％     ─   △40.0％      ─

（ご参考）

前期実績(平成20年度３月期)    114,654   △1,483   △1,197    △11,785

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)

(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

②固定資産の減価償却費の算定方法

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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

(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

②重要な資産の評価基準の変更
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「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。 

「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、第２四半期連結累計期間において、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。 

「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 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 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、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、残存価額をゼロとする定額法によっている。 

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。 

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、当社お

よび国内の連結子会社において第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。 

  

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

④リース取引に関する会計基準等の適用

⑤減価償却資産の減価償却の方法（追加情報）
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 3,775 12,836 

受取手形及び売掛金 15,382 12,954 

製品 6,875 11,055 

原材料 5,401 6,052 

仕掛品 6,393 5,762 

繰延税金資産 2,163 2,303 

その他 1,707 1,961 

貸倒引当金 △61 △54 

流動資産合計 41,638 52,872 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 12,423 12,711 

機械装置及び運搬具（純額） 25,087 23,875 

その他（純額） 9,756 11,557 

有形固定資産合計 47,266 48,144 

無形固定資産 

のれん 489 546 

その他 1,431 1,452 

無形固定資産合計 1,920 1,999 

投資その他の資産 

繰延税金資産 412 240 

その他 2,978 2,704 

貸倒引当金 △136 △123 

投資その他の資産合計 3,253 2,820 

固定資産合計 52,440 52,964 

資産合計 94,079 105,836 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 14,150 14,912 

短期借入金 24,273 28,517 

未払法人税等 583 718 

賞与引当金 2,027 2,145 

その他 5,017 6,671 

流動負債合計 46,052 52,965 

固定負債 

新株予約権付社債 15,000 15,000 

長期借入金 16,043 20,223 

繰延税金負債 225 274 

退職給付引当金 5,607 5,221 

その他 1,599 1,812 

固定負債合計 38,475 42,532 

負債合計 84,528 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 △13,916 △12,965 

自己株式 △72 △69 

株主資本合計 10,064 11,018 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 58 80 

為替換算調整勘定 △571 △759 

評価・換算差額等合計 △513 △679 

純資産合計 9,551 10,338 

負債純資産合計 94,079 105,836 
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(2)四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 59,097 

売上原価 50,630 

売上総利益 8,467 

販売費及び一般管理費 8,124 

営業利益 342 

営業外収益 

為替差益 478 

その他 293 

営業外収益合計 772 

営業外費用 

支払利息 559 

その他 338 

営業外費用合計 898 

経常利益 216 

特別利益 

固定資産売却益 4 

投資有価証券売却益 11 

貸倒引当金戻入額 11 

特別利益合計 26 

特別損失 

たな卸資産評価損 726 

その他 55 

特別損失合計 781 

税金等調整前四半期純損失（△） △538 

法人税等 391 

四半期純損失（△） △930 
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第２四半期連結会計期間

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 29,826 

売上原価 25,570 

売上総利益 4,255 

販売費及び一般管理費 3,954 

営業利益 300 

営業外収益 

持分法による投資利益 57 

その他 119 

営業外収益合計 176 

営業外費用 

支払利息 271 

為替差損 192 

その他 275 

営業外費用合計 740 

経常損失（△） △262 

特別利益 

投資有価証券売却益 11 

貸倒引当金戻入額 11 

その他 0 

特別利益合計 22 

特別損失 

固定資産除却損 32 

関係会社株式売却損 11 

その他 6 

特別損失合計 49 

税金等調整前四半期純損失（△） △290 

法人税等 74 

四半期純損失（△） △364 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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（△） △538 

減価償却費 4,316 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 398 

受取利息 △40 

支払利息 559 

為替差損益（△は益） 19 

持分法による投資損益（△は益） △93 

投資有価証券売却損益（△は益） △11 

投資有価証券評価損益（△は益） 6 

固定資産売却損益（△は益） △4 

固定資産除却損 38 

関係会社株式売却損益（△は益） 11 

売上債権の増減額（△は増加） △2,394 

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,320 

仕入債務の増減額（△は減少） △913 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 265 

未払費用の増減額（△は減少） △119 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △432 

その他 △20 

小計 5,366 

利息及び配当金の受取額 124 

利息の支払額 △568 

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） △610 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,140 

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 △4,098 

有形固定資産の売却による収入 13 

無形固定資産の取得による支出 △112 

短期貸付金の増減額（△は増加） △0 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

35 

その他 △161 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,325 

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） △4,312 

長期借入金の返済による支出 △4,260 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △290 

その他 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,867 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,058 

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 3,756 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はない。 

  

  

  

 
（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 

  

  

 
（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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９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

18,040 10,428 261 1,095 29,826 ─ 29,826

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11,395 16,708 125 4 28,234 (28,234) ─

計 29,436 27,136 386 1,100 58,060 (28,234) 29,826

営業利益(又は営業損失) (1,198) 1,431 31 3 268 32 300

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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

36,832 19,441 499 2,324 59,097 ─ 59,097

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

20,578 29,738 249 10 50,577 (50,577) ─

計 57,410 49,180 749 2,334 109,674 (50,577) 59,097

営業利益(又は営業損失) (1,544) 1,775 59 (3) 286 56 342
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(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。 

  

  

 
(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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 該当事項はない。 

  

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,059 676 1,127 12,864

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 29,826

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

37.1 2.2 3.8 43.1

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,904 1,326 2,356 23,587

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 59,097

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

33.7 2.2 4.0 39.9

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

前中間連結損益計算書

科  目
前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 64,784 100.0

Ⅱ 売上原価 53,450 82.5

売上総利益 11,334 17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,102 14.1

営業利益 2,231 3.4

Ⅳ 営業外収益

  受取利息 59

  持分法による投資利益 75

  負ののれん償却額 3

  その他 223 362 0.6

Ⅴ 営業外費用

  支払利息 586

  為替差損 137

  その他 200 923 1.4

経常利益 1,670 2.6

Ⅵ 特別利益

  固定資産売却益 25

  製品引取損失引当金戻入益 68

  関係会社株式売却益 159 253 0.4

Ⅶ 特別損失

   固定資産売却損 0

  固定資産除却損 136

  減損損失 179

  土地整備費用 26

  製品取替回収損失 215 557 0.9

税金等調整前中間純利益 1,366 2.1

法人税、住民税及び事業税 350

法人税等調整額 481 832 1.3

少数株主損失(△：加算) △3 △0.0

中間純利益 538 0.8
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９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

   税金等調整前中間純利益 1,366

   減価償却費 4,542

   減損損失 179

   負ののれん償却額 △3

   退職給付引当金の増加・減少(△)額 557

   受取利息 △59

   支払利息 586

   為替差益(△)・為替差損 △32

   持分法による投資利益 △75

   固定資産売却益 △25

   固定資産売却損 0

   固定資産除却損 136

   関係会社株式売却益 △159

   売上債権の増加(△)・減少額 1,636

   たな卸資産の増加(△)・減少額 △676

   仕入債務の増加・減少(△)額 △2,462

   その他流動資産の増加(△)・減少額 21

   未払費用の増加・減少(△)額 △113

   その他流動負債の増加・減少(△)額 210

   製品引取損失引当金の増加・減少(△)額 △2,803

   その他 38

小計 2,864

   利息及び配当金の受取額 104

   利息の支払額 △586

   法人税等の支払額 △357

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,026

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 △5,937

   有形固定資産の売却による収入 162

   無形固定資産の取得による支出 △262

   短期貸付金の増加(△)・減少額 3,303

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   売却による収入

123

   その他 △7

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,617
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前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅲ 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 3,518

   長期借入による収入 2,000

   長期借入金の返済による支出 △4,783

   ファイナンスリース債務の返済による支出 △317

   その他 △1

 財務活動によるキャッシュ・フロー 416

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △27

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △202

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中間期末残高 4,480

所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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

37,434 23,740 612 2,996 64,784 ─ 64,784

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

24,755 32,970 348 5 58,080 (58,080) ─

計 62,190 56,711 960 3,002 122,864 (58,080) 64,784

営業利益 1,153 835 140 40 2,170 61 2,231

海外売上高

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 26,341 2,548 3,070 31,960

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 64,784

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

40.7 3.9 4.7 49.3
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当第２四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。 
  

 
  

当第２四半期連結累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。 
  

 
  
（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。 

  

当第２四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。 
  

 
  

当第２四半期連結累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。 
  

 
  
（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

6．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(１)生産実績

事業部門の名称 生産高(百万円)

エネルギーデバイス 16,697

ネットワークデバイス 2,167

ファンクショナルデバイス 9,850

合 計 28,714

事業部門の名称 生産高(百万円)

エネルギーデバイス 29,960

ネットワークデバイス 6,668

ファンクショナルデバイス 18,860

合 計 55,489

(２)受注実績

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 17,585 9,322

ネットワークデバイス 3,645 1,075

ファンクショナルデバイス 9,580 6,393

合 計 30,811 16,791

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 34,866 9,322

ネットワークデバイス 7,522 1,075

ファンクショナルデバイス 18,885 6,393

合 計 61,275 16,791
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当第２四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。 
  

 
  

当第２四半期連結累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。 
  

 
  
（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

事業部門の名称 販売高(百万円)

エネルギーデバイス 16,451

ネットワークデバイス 3,785

ファンクショナルデバイス 9,589

合 計 29,826

事業部門の名称 販売高(百万円)

エネルギーデバイス 32,619

ネットワークデバイス 7,838

ファンクショナルデバイス 18,639

合 計 59,097
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