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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 123,999 ― 1,018 ― 3,189 ― 2,298 ―

20年3月期第2四半期 130,867 3.8 5,385 18.1 5,519 0.1 2,987 △7.8

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 32.94 ―

20年3月期第2四半期 42.83 ―

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 176,022 118,522 66.6 1,679.63
20年3月期 167,785 116,264 68.5 1,646.38

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  117,177百万円 20年3月期  114,857百万円

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 25.00

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  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

通期 235,000 △6.8 0 △100.0 4,500 △29.7 3,000 △15.6 43.00

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、４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、４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８月６日に公表しました連結業績予想のうち、通期について修正しています。 
(2)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に基づき作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と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 無

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  69,784,501株 20年3月期  69,784,501株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  20,922株 20年3月期  20,464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  69,763,829株 20年3月期第2四半期  69,764,426株

i9170162
スタンプ



【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２四半期連結累計期間における世界経済は、サブプライムローン問題に起因する金融市場の混乱や原油・食

料価格の高騰により欧米の景気減速が鮮明となるなか、輸出依存度の高いわが国経済も、企業業績悪化に伴う設備

投資抑制や雇用情勢の悪化懸念など、景気の先行きに不透明感が強まりました。自動車業界では、ガソリン価格高

騰の影響により大型車から燃費効率の高い小型車への需要シフトが加速しました。しかしながら、実態経済の悪化

から日米欧における新車販売台数が減少、新車需要を支えてきた中国をはじめとする新興国においても減少傾向を

強めつつあります。 

 当社グループの事業領域であるカーエレクトロニクス業界では、先行する欧米市販市場に加え、国内市販市場で

も「ＰＮＤ（パーソナル・ナビゲーション・デバイス）」の市場規模が拡大しました。 

 このような状況下、当社グループは自動車メーカー向けビジネスの拡大を図るとともに、収益改善を目的として

製造コスト削減や業務改善に注力しましたが、為替円高の影響もあり、当第２四半期累計期間（平成20年４月～９

月）の業績は、連結売上高1,239億円（前年同期比5.2％減）、営業利益10億円（前年同期比81.1％減）、経常利益

31億円（前年同期比42.2％減）、四半期純利益22億円（前年同期比23.1％減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。なお、売上高は外部顧客への売上高です。 

 《音響機器事業》 

 当事業部門においては、日・米・欧の市販市場に投入した「iPodダイレクトリンク・ヘッドユニット」は先進

性イメージの浸透が成功した事も相俟って、売上が堅調に推移しました。なお、当商品は「08年度グッドデザイ

ン賞（Ｇマーク）」に選出されました。 

 さらに、国内市販市場ではミニバン向け「高音質スピーカー」の提案営業が奏功し、売上が伸長しました。し

かしながら、「ＣＤプレーヤー」など主力商品が価格競争激化の影響を受け低価格化が進行、市販売上高は減少

しました。 

 自動車メーカー向け純正品は、自動車メーカーの小型車販売の好調を受け、北米でマルチメディア品質・満足

度調査でその品質が高く評価されNo.1を獲得した「ＣＤオーディオ・システム」の受注が堅調に推移しました。

しかしながら、一部車種のモデルチェンジに伴う「ＣＤプレーヤー」の受注減少などから、純正品売上高は減少

しました。 

 なお、市販および自動車メーカー向け純正品オーディオは、ビジュアル商品やナビゲーションとの複合化が進

展し、商品構造が変化しています。このため、当該複合商品は情報・通信機器事業部門の売上に区分計上され、

当事業部門の売上高は減少傾向にあります。 

  以上の結果、当事業部門の売上高は549億円（前年同期比13.1％減）となりました。 

 《情報・通信機器事業》 

 当部門においては、国内市販市場で、商品企画・開発力が高く評価され本年度の「用品大賞」を受賞した大画

面・高画質モニター『リアビジョンＴＭＸ-Ｒ1500／Ｒ1100』が、リアシートで地上デジタル放送やＤＶＤを楽

しみたいというユーザーニーズを的確に捉え、売上が伸長しました。 

 しかしながら、低価格ＰＮＤの普及拡大による価格競争激化の影響を受け、ナビゲーションの販売が厳しい状

況で推移したため、市販売上高は減少しました。 

 自動車メーカー向け純正品の売上は、主力マーケットの北米において、燃費効率の高い小型車への需要シフト

が加速したため高級車や大型車の販売が減少、同車種への搭載率が高い「ナビゲーション」や「ビジュアル商

品」の売上が減少しました。しかしながら、欧州高級車メーカー向け「大型システム商品」の受注が増加した事

により、自動車メーカー向け純正品売上高は前年同期に比べ増加しました。 

 以上の結果、当事業部門の売上高は690億円（前年同期比2.1％増）となりました。 

  

なお、上記の前年同期比増減率は参考として記載しています。  

  



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２四半期末における総資産は前連結会計年度末と比べ82億円増加し1,760億円、純資産合計は22億円増加

し1,185億円となりました。この結果、自己資本比率は66.6％となりました。主な増減として、現金及び預金の

増加22億円、受取手形及び売掛金の増加29億円、製品の増加10億円等により、流動資産は63億円増加となりまし

た。固定資産は投資有価証券の増加8億円、その他の増加6億円等により19億円の増加となりました。 

 流動負債については、支払手形及び買掛金の増加58億円、製品保証引当金の減少6億円等により51億円の増加

となりました。 

固定負債は繰延税金負債の増加7億円等により7億円の増加となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は313億円と前連結会計年度末と比べ12億円（前期比

4.0％）の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動による資金の増加は90億円となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益33億円

の計上、減価償却費52億円の計上及び仕入債務67億円増加による資金の増加と売上債権41億円の増加及び棚卸

資産18億円の増加による資金の減少です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動による資金の減少は67億円となりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の取得41億円、無形

固定資産の取得17億円と投資有価証券取得による支出2億円等による資金の減少です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動による資金の減少は11億円となりました。この減少の主な要因は、配当金の支払10億円による資金の

減少です。 

 上記の結果、フリー・キャッシュ・フローは23億円の資金増加となりました。なお、フリー・キャッシュ・フ

ローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  近の業績の動向を踏まえ、平成20年８月６日に公表しました通期の連結業績予想を以下の通り修正します。 

なお、下半期の為替レートは、１米ドル＝100円、１ユーロ＝140円を前提としています。 

 (通期)  

  

   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 

 前回発表予想（Ａ）  260,000  5,000  6,000  3,500  50.17

 今回修正予想（Ｂ）  235,000  0  4,500     3,000  43.00

 増減額（Ｂ－Ａ）  △25,000  △5,000  △1,500  △500  －

 増減率（％）  △9.6  △100.0  △25.0  △14.3  －

 前期実績  252,071  7,011  6,403  3,554  50.95



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 当社及び一部の連結子会社において、税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度

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しています。  

なお、「法人税等調整額」は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。 

② 一部の連結子会社における法人税等の納付額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっています。   

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 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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社及び国内連結子会社は、主として総平均法に

よる原価法によっていましたが、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、主として総平均法による原価法（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）により算定しています。 

これにより、営業利益及び経常利益は739百万円増加、税金等調整前四半期純利益は351百万円減少していま

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います。 

③ 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、連結決算上必要な修正を行っています。 

これにより、営業利益は96百万円増加、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は49百万円増加していま

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います。 



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 32,440 30,172

受取手形及び売掛金 34,792 31,825

製品 21,303 20,252

原材料 6,035 5,977

仕掛品 1,844 1,738

貯蔵品 496 497

繰延税金資産 3,351 3,338

その他 10,407 10,740

貸倒引当金 △606 △788

流動資産合計 110,067 103,756

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,481 23,020

減価償却累計額 △13,260 △12,960

建物及び構築物（純額） 10,221 10,060

機械装置及び運搬具 20,331 19,331

減価償却累計額 △11,321 △10,269

機械装置及び運搬具（純額） 9,009 9,061

工具器具備品及び金型 50,542 50,080

減価償却累計額 △44,085 △42,846

工具器具備品及び金型（純額） 6,456 7,233

土地 5,141 5,136

建設仮勘定 2,280 1,359

有形固定資産合計 33,109 32,851

無形固定資産 7,211 7,004

投資その他の資産   

投資有価証券 20,750 19,908

繰延税金資産 323 350

その他 4,584 3,937

貸倒引当金 △24 △22

投資その他の資産合計 25,633 24,173

固定資産合計 65,955 64,029

資産合計 176,022 167,785



（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 32,212 26,360

短期借入金 119 215

未払法人税等 1,224 810

未払費用 10,149 10,055

繰延税金負債 103 129

賞与引当金 1,928 1,817

役員賞与引当金 23 53

製品保証引当金 4,177 4,822

その他 3,517 4,000

流動負債合計 53,455 48,265

固定負債   

繰延税金負債 2,016 1,283

退職給付引当金 663 669

役員退職慰労引当金 701 704

その他 663 598

固定負債合計 4,044 3,255

負債合計 57,500 51,520

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,920 25,920

資本剰余金 24,905 24,905

利益剰余金 60,125 58,592

自己株式 △31 △30

株主資本合計 110,921 109,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,880 4,753

繰延ヘッジ損益 1,311 －

土地再評価差額金 △1,394 △1,394

為替換算調整勘定 1,459 2,111

評価・換算差額等合計 6,256 5,469

少数株主持分 1,345 1,406

純資産合計 118,522 116,264

負債純資産合計 176,022 167,785



（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 123,999

売上原価 103,721

売上総利益 20,278

販売費及び一般管理費 19,260

営業利益 1,018

営業外収益  

受取利息 130

受取配当金 378

為替差益 1,035

持分法による投資利益 403

その他 477

営業外収益合計 2,426

営業外費用  

支払利息 49

売上割引 108

その他 97

営業外費用合計 254

経常利益 3,189

特別利益  

固定資産売却益 9

投資有価証券売却益 124

貸倒引当金戻入額 48

オプション評価益 1,520

特別利益合計 1,702

特別損失  

固定資産除売却損 233

投資有価証券評価損 55

たな卸資産評価損 1,090

その他 146

特別損失合計 1,526

税金等調整前四半期純利益 3,366

法人税、住民税及び事業税 1,135

法人税等調整額 △125

法人税等合計 1,010

少数株主利益 57

四半期純利益 2,298



（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利益 3,366

減価償却費 5,283

売上債権の増減額（△は増加） △4,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,839

仕入債務の増減額（△は減少） 6,736

その他 △815

小計 8,539

利息及び配当金の受取額 469

利息の支払額 △48

法人税等の支払額 △719

法人税等の還付額 857

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,098

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 △4,115

有形固定資産の売却による収入 84

無形固定資産の取得による支出 △1,793

投資有価証券の取得による支出 △251

投資有価証券の売却による収入 137

貸付けによる支出 △56

貸付金の回収による収入 22

その他 △732

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,705

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） △91

配当金の支払額 △1,046

少数株主への配当金の支払額 △16

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,155

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,213

現金及び現金同等物の期首残高 30,159

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,372



 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。 

  

（５）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 （注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各事業区分の主な製品 

(1）音響機器事業…………カーオーディオ、その他付属品 

(2）情報・通信機器事業…カーコミュニケーション、カー電装品、及び映像用のユニット部品等 

３ 会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②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）を適用しています。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「音響機器事業」で311百万円、「情報・通信機器事業」

で428百万円それぞれ増加しています。 

(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） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「音響機器事業」で

58百万円、「情報・通信機器事業」で38百万円それぞれ増加しています。 

  

  
音響機器事業
（百万円） 

情報・通信
機器事業 
（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  54,906  69,093  123,999    －  123,999

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 375  171  546    (546)    －

計  55,282  69,264  124,546  (546)  123,999

営業利益  1,243  3,039  4,283  (3,264)  1,018



〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ合衆国、カナダ 

(2）ヨーロッパ……ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ハンガリー 

(3）アジア…………シンガポール、中国、タイ 

(4）その他の地域…オーストラリア 

３ 会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②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）を適用しています。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「日本」で739百万円増加しています。 

(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） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「ヨーロッパ」で営業損失が61百

万円減少、「アジア」で営業利益が34百万円増加しています。 

  

  
日本 

(百万円) 
北米

(百万円)
ヨーロッパ
（百万円）

アジア
(百万円)

その他
の地域 
(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  18,060  36,455  60,306  8,295  881  123,999    －  123,999

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 80,149  636  13,959  21,556  0  116,302  (116,302)    －

計  98,210  37,092  74,266  29,852  881  240,302  (116,302)  123,999

営業利益又は営業損失（△）  3,594  323  △1,129  741  61  3,592  (△2,574)  1,018

〔海外売上高〕  

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） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ合衆国、カナダ 

(2）ヨーロッパ……ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、スウェーデン 

(3）アジア…………シンガポール、中国、タイ 

(4）その他の地域…オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

  

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  35,999  60,318  10,100  1,345  107,762

Ⅱ 連結売上高（百万円）          123,999

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 29.0  48.6  8.1  1.1  86.9

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
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）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    130,867  100.0

Ⅱ 売上原価    104,782  80.1

売上総利益    26,085  19.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    20,699  15.8

営業利益    5,385  4.1

Ⅳ 営業外収益       

１. 受取利息  199     

２．受取配当金  375     

３．持分法による投資利益  424     

４. その他  255  1,255  1.0

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  87     

２．為替差損  570     

３. 売上割引  130     

４. 得意先負担金型精算損  154     

５．その他  178  1,121  0.9

経常利益    5,519  4.2

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益  5  5  0.0

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却除却損  232     

２．投資有価証券評価損  27  260  0.2

税金等調整前中間純利益    5,264  4.0

法人税、住民税及び事業
税  2,209     

法人税等追徴税額等  100     

法人税等調整額  △100  2,209  1.7

少数株主利益    67  0.0

中間純利益    2,987  2.3

        



（２）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  5,264

 減価償却費  4,974

 退職給付引当金の増加額  14

 役員退職慰労引当金の減少額 △68

 製品保証引当金の増加額  195

 受取利息及び受取配当金 △575

 支払利息  87

 持分法による投資利益 △424

 有形固定資産売却損  0

 売上債権の減少額  4,260

 たな卸資産の増加額 △2,020

 仕入債務の減少額 △4,350

 その他 △114

小計  7,243

 利息及び配当金の受取額  576

 利息の支払額 △87

 法人税等の支払額 △2,934

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,798

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 △5,370

 有形固定資産の売却による収入  8

 無形固定資産の取得による支出 △1,448

 貸付金の貸付による支出 △18

 貸付金の回収による収入  16

 その他 △204

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,015

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額  243

 配当金の支払額 △1,046

 少数株主への配当金の支払額 △167

 その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △970

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  440

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,747

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  37,507

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  34,759

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

   

  
音響機器事業
（百万円） 

情報・通信
機器事業 
（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  63,167  67,700  130,867  －  130,867

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 317  212  529 (529)  －

計  63,484  67,912  131,397 (529)  130,867

営業費用  59,548  62,082  121,631  3,850  125,482

営業利益  3,935  5,830  9,766 (4,380)  5,385

〔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） 
北米 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

その他
の地域 

（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 
 21,071  48,361  51,175  9,458  801  130,867  －  130,867

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 79,920  959  18,631  24,066  0  123,578 (123,578)  －

計  100,992  49,320  69,806  33,525  801  254,446 (123,578)  130,867

営業費用  94,434  47,790  69,048  32,136  752  244,162 (118,680)  125,482

営業利益  6,557  1,530  757  1,388  49  10,283 (4,898)  5,385

〔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） 

  

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  47,771  51,184  13,912  1,428  114,296

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  130,867

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 36.5  39.1  10.6  1.1  87.3



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２四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注）１ 金額は、販売価格によっています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(2）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円）

音響機器事業  43,537

情報・通信機器事業  55,113

合計  98,650

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

音響機器事業  53,742  11,572

情報・通信機器事業  65,986  14,651

合計  119,729  26,224

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円）

音響機器事業  54,906

情報・通信機器事業  69,093

合計  123,999
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