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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 18,325 ― △746 ― △900 ― △979 ―

20年3月期第2四半期 19,195 2.5 552 △56.3 359 △63.2 202 △68.0

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 △31.65 ―

20年3月期第2四半期 6.53 ―

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 36,660 8,731 23.8 282.09
20年3月期 37,247 9,879 26.5 319.16

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,731百万円 20年3月期  9,879百万円

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  
 

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 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  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 36,400 △5.4 △1,500 ― △1,800 ― △2,100 ― △67.84

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.その他をご覧下さい。  

(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.その他をご覧下さい。  

(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 
 業績予想につきましては、現時点で把握可能な情報に基づき、合理的と判断した前提により作成しておりますが、多彩なリスクや不確定な要因を含んでおり、実際の業
績等は、記載の内容と異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。 
 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。  

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2四半期  31,577,550株 20年3月期  31,577,550株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  623,880株 20年3月期  623,799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  30,953,765株 20年3月期第2四半期  30,946,767株
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当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、原油高や米国のサブプライムローン問題に端を発した金
融危機から、輸出の鈍化と原油・原材料の高騰を背景に、設備投資や個人消費の冷え込みが進み、７月
以降、景気の後退感が鮮明となりました。また海外においても、米国経済の悪化をきっかけに新興国の
成長にもブレーキがかかり、世界経済の同時減速が進んでいます。 
このような事業環境のもと、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比4.5%減の183億25百万円
となりました。うち、製品は前年同期比6.5%減の98億60百万円、商品は前年同期比2.2%減の84億64百万
円となりました。 
  民生向けの半導体素子製品は、薄型テレビを中心としたIT及びデジタル家電において、春先から需要
が期待されたほど立ち上がらず、オリンピック特需も期待に反し伸び悩みました。加えて景気後退によ
る自動車販売台数の減少、円高の影響を受け、前年同期比7%減の66億91百万円となりました。高周波用
整流素子のSBD（ショットキー・バリア・ダイオード）は、前期より進めて参りました台湾・中華地区
の販売強化により、ODMメーカーへの採用で液晶テレビ向けが計画を上回る好調な伸びを示しました。
また今期大幅な伸びを見込んでいる太陽電池モジュール向けの新製品薄型パッケージも前年同期比で3
倍以上の伸びを示しました。しかしながらパソコン関連や遊技機、携帯電話向けなどが低迷したことに
より、全体では前年同期比で減少となりました。超高速整流素子のFRED（ファースト・リカバリー・エ
ピタキシャル・ダイオード）は、液晶テレビなど各種電源のPFC（Power Factor Correction）回路向け
や、ハイブリッド車市場の拡大に伴い車載向けが伸びたものの、プラズマテレビ向けは前年同期比二桁
のマイナスとなり、全体では前年同期を若干下回りました。小電力用整流ダイオードは、自動車市場の
停滞から主力の車載向けが落ち込んだ他、AV機器向けなど全体的に伸び悩み、前年同期比二桁の減少と
なりました。 
  産業向けのパワーモジュールなど半導体応用製品は、前年同期比4%減の31億69百万円となりました。
省エネ化を背景に主力とする汎用インバータや産業用電源向けが伸び、設備投資の抑制から工作機向け
の落ち込みはあったものの、産業機器市場向けでは前年同期比5%増となりました。しかしながら携帯基
地局電源用のユニットや自動車生産ライン用溶接機向けなどが減少し、半導体応用製品全体では伸び悩
みました。 
  商品は、主力とする液晶関連でデジカメ用の小型液晶が伸びたものの、娯楽の多様化によるアミュー
ズメント市場の規模縮小から遊技機向けが大きく落ち込み、前年同期比二桁の減少となりました。アミ
ューズメント市場向けにカスタム化したモジュールや電源も前年並みで、車載・医療関連も低調に推移
しました。 
  損益面におきましては、コストダウンと固定費削減に努めてまいりましたが、売上の減少から当初計
画したほど増収効果が上がらず、台湾・中華地区での価格競争の激化や円高の進行、原材料費の高騰、
加えて在庫圧縮による稼働損が大きく影響したことにより、製品粗利益が大きく落ち込み、営業損益は
7億46百万円、経常損益は9億円のいずれも損失となりました。以上の業況を鑑み、税効果会計に伴う法
人税等の調整は行わず、四半期純損益は9億79百万円の損失となりました。 
  
  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

米国発の金融危機を背景とした世界経済の悪化による景気減速の影響を受け、民生市場向けを中心と
した製品売上が伸長せず、また商品は前期から好調であったアミューズメント向けが不振となり、売上
高は141億80百万円（前年同期比12.0％減）となりました。また、多角的なコスト削減に努めたもの
の、製品売上減少、原材料費の高騰による粗利益の減少などで7億45百万円の営業損失となりました。 

  

②アジア 

アジアでは香港における連結子会社の売上が順調に推移し、また中国国内における産業機器市場向け
製品の需要拡大が売上に寄与したことで、売上高は41億44百万円（前年同期比34.4％増）となりまし
た。しかしながら損益面では、原油価格・原材料費の増加を販売数量の増加で吸収しきれず1億7百万円
の営業損失となりました。 

  

当第2四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末比5億87百万円減の366億60百万円と
なりました。主な内訳としては、現金及び預金3億23百万円、売上債権2億76百万円等の増加がありまし
たが、未収消費税等の還付による3億32百万円や株式市場の下落に伴い投資有価証券2億22百万円がそれ
ぞれ減少しております。 
負債合計は、リース債務14億24百万円の増加等により、前連結会計年度末比5億60百万円増の279億28百
万円となりました。 

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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純資産合計は、前連結会計年度末比11億48百万円減の87億31百万円となりました。主な内訳として
は、四半期純損失の計上やその他有価証券評価差額金の減少等によるものです。 

世界全体が金融危機に直面し、国内外の経済は極めて厳しい局面が続いております。このような状況
の中、「市場へのフォーカス」を継続し、前年より進めてまいりました台湾・中華圏での液晶テレビ向
けを中心とした新規顧客の開拓に一層集中してまいります。太陽光発電やLED照明など将来大きな成長
が期待できる市場に向け、薄型パッケージなど新製品の拡販に力を入れてまいります。商品ではデジカ
メや大型テレビ向けに液晶を拡販するとともに、画像ボードなど、新たな開発商品の投入をはかり、製
品・商品とも高い付加価値の取れるビジネスへと転換してまいります。しかしながら、主力としてきた
プラズマテレビの需要減少、自動車市場の低迷、設備投資の減速、アミューズメント市場の縮小など、
事業環境は日を追って厳しさを増しております。上期より進めてまいりました固定費削減をさらに進め
るとともに、不採算製品の整理、生産拠点の見直しを実施し、一層のコスト削減をはかってまいりま
す。 
 今期の連結通期業績予想につきましては、売上高364億円、営業損失15億円、経常損失18億円、当期
純損失21億円となる見通しです。 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

  

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 

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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計
算しております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降の経営環境等の変化に対
応し、その変化の影響を加味した業績予想およびタックス・スケジューリングにより判断しておりま
す。 
 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

  

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」（企業会計基準委員会 平成19年3月14
日 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」（企業会計基準委員
会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号）を当第1四半期連結会計期間から適用しており
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たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっ
ていたが、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、主として移動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）により算定しております。 
 なお、これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ59百万円増加
しております。 

  

③リース取引に関する会計基準の適用 

「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 終改正平成19年３
月30日 企業会計基準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
として計上しております。 
 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出す
る方法によっております。 
 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おります。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に1,416百万円計上され
ております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

④「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
修正を行っております。 
 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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)

(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

(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
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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 2,474 2,151 

受取手形及び売掛金 10,716 10,440 

商品 1,570 1,738 

製品 2,964 3,078 

原材料 1,986 1,438 

仕掛品 3,729 3,995 

貯蔵品 82 54 

繰延税金資産 119 119 

その他 617 1,200 

貸倒引当金 △5 △6 

流動資産合計 24,256 24,210 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,772 3,940 

機械装置及び運搬具（純額） 1,752 3,527 

リース資産（純額） 1,416 － 

土地 1,348 1,310 

建設仮勘定 150 60 

その他（純額） 274 338 

有形固定資産合計 8,714 9,177 

無形固定資産 68 68 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,410 1,632 

長期前払費用 109 113 

繰延税金資産 1,765 1,676 

その他 301 323 

貸倒引当金 △22 △24 

投資その他の資産合計 3,563 3,721 

固定資産合計 12,345 12,967 

繰延資産 58 69 

資産合計 36,660 37,247 
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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 8,618 8,872

短期借入金 4,269 4,176

1年内償還予定の社債 3,000 500

リース債務 190 －

未払金 127 137

未払費用 404 477

未払法人税等 33 15

賞与引当金 234 275

その他 169 76

流動負債合計 17,048 14,531

固定負債

社債 5,450 8,200

長期借入金 2,980 3,300

リース債務 1,234 －

退職給付引当金 1,021 1,179

その他 192 158

固定負債合計 10,879 12,837

負債合計 27,928 27,368

純資産の部

株主資本

資本金 4,041 4,041

資本剰余金 4,077 4,077

利益剰余金 1,565 2,606

自己株式 △509 △509

株主資本合計 9,175 10,216

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △94 37

為替換算調整勘定 △349 △375

評価・換算差額等合計 △443 △337

純資産合計 8,731 9,879
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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 

製品売上高 9,860 

商品売上高 8,464 

売上高合計 18,325 

売上原価 

製品売上原価 8,773 

商品売上原価 7,668 

売上原価合計 16,441 

売上総利益 1,883 

販売費及び一般管理費 2,630 

営業損失（△） △746 

営業外収益 

受取利息 1 

受取配当金 21 

為替差益 49 

物品売却益 41 

雑収入 37 

営業外収益合計 151 

営業外費用 

支払利息 154 

長期前払費用償却 66 

社債発行費償却 11 

たな卸資産廃棄損 39 

雑支出 34 

営業外費用合計 306 

経常損失（△） △900 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 2 

特別利益合計 2 

特別損失 

固定資産除却損 68 

特別損失合計 68 

税金等調整前四半期純損失（△） △966 

法人税等 12 

四半期純損失（△） △979 
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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（△） △966 

減価償却費 749 

繰延資産償却額 90 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △153 

受取利息及び受取配当金 △23 

支払利息 154 

為替差損益（△は益） 11 

有形固定資産除却損 68 

売上債権の増減額（△は増加） △248 

たな卸資産の増減額（△は増加） △40 

仕入債務の増減額（△は減少） △286 

未収入金の増減額（△は増加） 750 

未払費用の増減額（△は減少） △74 

賞与引当金の増減額（△は減少） △40 

その他 △56 

小計 △67 

利息及び配当金の受取額 23 

利息の支払額 △155 

法人税等の支払額 △8 

営業活動によるキャッシュ・フロー △207 

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 △345 

貸付けによる支出 △4 

貸付金の回収による収入 2 

その他 △5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △353 

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） △80 

長期借入金の返済による支出 △170 

社債の償還による支出 △250 

セール・アンド・リースバックによる収入 1,483 

配当金の支払額 △62 

その他 △61 

財務活動によるキャッシュ・フロー 859 

現金及び現金同等物に係る換算差額 25 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 323 

現金及び現金同等物の期首残高 2,051 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,374 

－8－

日本インター株式会社（6974） 平成21年3月期 第2四半期決算短信



  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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） 

当社連結グループはパワー半導体の専業メーカーとして、SBD、FREDをはじめとするダイオード並

びにモジュール製品の製造、販売、開発に携わっており、その製品は情報および民生機器、自動車電

装品、各種産業機器等に幅広く使われております。 

 しかし、販売市場は多岐に亘るうえ、各市場で使用する製品は相互に類似、重複しております。ま

た、製品の種類、性質、製造方法からみて、単一の事業区分と認識するほうが経営の実態をより適切

に反映できるものと考え、事業の種類別セグメント情報は単一といたしました。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 
（注）1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

    アジア：台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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）

日   本
(百万円)

ア ジ ア
(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 14,180 4,144 18,325 ─ 18,325 

(2) セグメント間の 553 663 1,217 (1,217) ─

内部売上高又は振替高

計 14,733 4,807 19,542 (1,217) 18,325 

営 業 利 益 (745) (107) (853) 107 (746)
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【海外売上高】 

 
（注）1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア  ：中国、韓国、シンガポール、台湾 

   北米   ：米国、カナダ 

   ヨーロッパ：フィンランド、エストニア 

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あります。 

  

該当事項はありません。 

  

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
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ 
(百万円)

計 
(百万円)

Ⅰ 海外売上高 5,768 50 34 5,853

Ⅱ 連結売上高 18,325 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 31.5% 0.3% 0.1% 31.9%

(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】

前中間連結損益計算書

（単位：百万円）

区  分

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)

金  額 百分比(%)

Ⅰ売上高 19,195 100.0

製品売上高 10,543 54.9

商品売上高 8,651 45.1

Ⅱ売上原価 16,199 84.4

製品売上原価 8,552 81.1

商品売上原価 7,647 88.4

売上総利益 2,995 15.6

製品売上利益 1,991 18.9

商品売上利益 1,004 11.6

Ⅲ販売費及び一般管理費 2,443 12.7

営業利益 552 2.9

Ⅳ営業外収益 115 0.6

受取利息及び受取配当金 27

為替差益 16

その他 71

Ⅴ営業外費用 307 1.6

支払利息 113

たな卸資産廃棄損 71

技術取得料償却 66

その他 56

経常利益 359 1.9

Ⅵ特別利益 21 0.1

投資有価証券売却益 21

その他 －

Ⅶ特別損失 12 0.1

固定資産除却損 10

その他 1

税金等調整前中間純利益 369 1.9

法人税、住民税及び事業税 16 0.1

法人税等調整額 150 0.8

中間純利益 202 1.0
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

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

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 369

減価償却費 873

繰延資産等償却額 96

貸倒引当金の増加額 3

退職給付引当金の減少額 △ 287

受取利息及び受取配当金 △ 27

支払利息 113

為替差益 △ 10

有形固定資産除却損 10

有価証券売却益 △ 21

売上債権の減少額 150

たな卸資産の増加額 △ 1,191

仕入債務の減少額 △ 387

賞与引当金の増加額 15

役員賞与引当金の増加額 14

リース資産立替金の減少額 327

その他 199

  小   計 247

利息及び配当金の受取額 27

利息の支払額 △ 120

法人税等の支払額（還付金を含む） 33

  営業活動によるキャッシュ・フロー 187

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 △ 2,411

投資有価証券の取得による支出 △ 12

投資有価証券の売却による収入 27

その他 8

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,388

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △ 469

長期借入れによる収入 2,400

長期借入金の返済による支出 △ 1,150

社債の発行による収入 1,579

社債の償還による支出 △ 250

株式の発行による収入 4

自己株式の売却による収入 －

自己株式の取得による支出 0

配当金の支払額 △ 123

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,992

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 202

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,317

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,114
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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) 

当連結グループは、電子部品の製造・販売・開発を主たる事業として行っており,その製品は情報

通信機器、自動車電装品、事務機器、工作機械等に幅広く応用されています。 

  しかし、販売市場は多岐にわたるうえ、各市場で使用する製品は互いに類似、重複しておりますの

で、それぞれ分離独立した事業区分としての経営活動は行っておりません。また、製品の種類、性

質、製造方法からみても単一の事業区分と認識するほうが経営の実態を適切に反映できるものと考

え、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
(注) 1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

     3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、 

       親会社本社に係る費用754百万円であります。 

  

  

 
(注) 1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国、韓国、シンガポール、台湾 

  北米 ：米国 

ヨーロッパ：フィンランド 

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あります。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】

【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)

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

16,112 3,083 19,195 ― 19,195

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

3,123 2,896 6,020 (6,020) ―

計 19,235 5,979 25,215 (6,020) 19,195

  営業費用 18,173 5,986 24,160 (5,517) 18,643

  営業利益又は営業損失（△） 1,061 △ 6 1,054 (502) 552

【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 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,582 133 48 4,764

Ⅱ 連結売上高(百万円) 19,195

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

23.9% 0.7% 0.2% 24.8%
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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） 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 商品仕入実績 

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） 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

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） 

 
(注) １ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6.その他の情報

【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

区分 生産高(百万円)

半導体素子製品 4,059

半導体応用製品 1,301

合計 5,360

区分 仕入高(百万円)

オプト（アクティブ型液晶デバイス、発電変換素子） 1,622

IC （半導体集積回路） 665

ユニット （組立品） 162

発振子 （コンデンサ、機能部品） 253

その他 796

合計 3,499

(3) 受注実績

事業部門 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

半導体素子製品 3,292 1,484

半導体応用製品 1,513 1,103

製品計 4,806 2,587

商品計 4,168 1,851

合計 8,975 4,439
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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） 

 
(注) １ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

(4) 販売実績

事業部門 販売高(百万円)

半導体素子製品 3,431

半導体応用製品 1,638

製品計 5,069

商品計 3,950

合計 9,020
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