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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 10,564 ― △221 ― △141 ― △375 ―

20年3月期第2四半期 14,013 8.5 736 △35.8 935 △28.1 362 △57.0

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 △7.74 ―

20年3月期第2四半期 7.49 7.46

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 30,231 25,253 82.0 510.47
20年3月期 31,958 26,897 82.5 544.03

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  24,777百万円 20年3月期  26,371百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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 22,000 △15.9 50 △95.4 200 △80.5 △100 ― △2.06

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．上記の業績予想は現在入手可能な情報及び合理的に判断した予想であり、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。なお、予想に関する事
項は、添付資料３ページ目をご参照ください。 
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、「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2四半期 50,709,167株 20年3月期 50,709,167株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 2,170,435株 20年3月期 2,234,884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 48,492,009株 20年3月期第2四半期 48,388,057株
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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の世界経済は、サブプライムローン問題で減速していた米国および欧州経済に米国大手

証券会社の破綻による金融不安が追い討ちをかけ、株価下落や為替変動により実体経済は世界レベルで混乱いたしま

した。 

 当社グループの属するエレクトロニクス業界においては、好調に推移していた携帯電話機、薄型テレビ、パソコン

などで低価格品が伸びたものの高価格品、高機能品の売れ行きは急速に鈍化しました。また、自動車販売も不振が一

段と鮮明になりました。 

 このような状況の中で当社グループは、主力の前面操作ブロック（ＩＣＢ）製品の成約確保と市場拡大に努め、可

変抵抗器、固定抵抗器などのディスクリート製品については海外市場や新規市場での更なる拡販に全力を挙げてまい

りました。同時に海外生産拠点での効率的生産の徹底やグループ全体のシステム面の再構築などインフラ整備のスピ

ードを上げてまいりました。 

 しかしながら、ＩＣＢ製品の新規成約分が立ち上がるのはほとんどが第３四半期以降であり、当第２四半期連結累

計期間には寄与しない上に、上記のような市場状況下で受注が急激に低迷し、原材料価格の高止まりや販売価格の下

落も続きました。この結果、売上高は105億64百万円（前年同期比24.6％減）となりました。売上の減少に伴い営業

損失は２億21百万円（前年同期は７億36百万円の営業利益）、投資有価証券の評価損などもあり経常損失は１億41百

万円（前年同期は９億35百万円の経常利益）、四半期純損失は３億75百万円（前年同期は３億62百万円の中間純利

益）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。 

①電子部品事業 

 前面操作ブロック（ＩＣＢ）製品につきましては、主力のビデオカメラとデジタルカメラ向けが第１四半期同様に

前期に低迷した受注の影響で全体に売上は伸び悩みました。この結果、当第２四半期連結累計期間のＩＣＢ製品の売

上高は35億51百万円（前年同期比50.2％減）となりました。 

 可変抵抗器製品につきましては、アルプス電気㈱から譲受したチップ型半固定抵抗器を含めた半固定抵抗器が各市

場向けに伸びたほか、オーディオや家庭用ゲーム機のコントローラー向けなども好調で数量は大幅に増えましたが金

額的にはそれほど伸びませんでした。この結果、当第２四半期連結累計期間の可変抵抗器製品の売上高は27億42百万

円（前年同期比5.6％増）となりました。 

 固定抵抗器製品につきましては、第１四半期同様に給湯器向けが好調でしたが、薄型テレビ用スイッチング電源や

ゲーム機向けは顧客の受注状況の変化により数量的には伸びたものの売上高は減少しました。この結果、当第２四半

期連結累計期間の固定抵抗器製品の売上高は８億52百万円（前年同期比5.7％減）となりました。 

 その他製品につきましては、ゲーム機用基板は好調でしたが、自動車電装用基板やカーエレクトロニクス向けスイ

ッチなどが減少しました。また製品の受注低迷に伴い金型の受注も減少しました。この結果、当第２四半期連結累計

期間のその他製品の売上高は28億24百万円（前年同期比3.9％減）となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の当事業の売上高は99億70百万円（前年同期比26.5％減）、営業損失は２億

23百万円（前年同期は７億35百万円の営業利益）となりました。 

②その他の事業  

 その他の事業である機械設備の製造販売につきましては、引き続き自動車関連や医療関連を中心に成長分野に拡 

販をしてまいりました。この結果、当第２四半期連結累計期間の当事業の売上高は５億94百万円（前年同期比35.0％

増）、営業損失は４百万円（前年同期は０百万円の営業損失）となりました。 

  （注）前年同期増減率（前年同期の金額）は参考として記載しております。 
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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２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末に比べ17億26百万円減少し

302億31百万円となりました。その内訳は、流動資産が13億32百万円減少し188億11百万円、固定資産が３億94百万円

減少し114億20百万円となりました。 

 負債は前連結会計年度末に比べ83百万円減少し49億78百万円となりました。その内訳は流動負債が72百万円減少し

42億13百万円、固定負債は10百万円減少し７億64百万円となりました。 

 これらの結果、前連結会計年度末に比べ純資産が16億43百万円減少し252億53百万円となり、自己資本比率は前連

結会計年度末82.5%から82.0%に減少いたしました。 

（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(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10億

75百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末に79億67百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果獲得した資金は７億57百万円となりました。これは減価償却費が８億15百万円生じたこと、売上債

権が２億63百万円増加したこと、仕入債務が５億99百万円増加したことなどによります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は９億95百万円となりました。これは有形固定資産の取得に６億58百万円支出したこ

と、投資有価証券の取得に３億37百万円支出したこと、子会社の清算が完了し残余財産を１億67百万円受取ったこと

などによります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果使用した資金は５億39百万円となりました。これは配当金の支払３億62百万円、子会社からの借入

金の返済１億42百万円などによります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 世界レベルでの金融不安が実体経済に与える影響は当初の予想よりはるかに深刻であり、この不景気が今後どこま

で拡大するのか、いつまで続くのか、それを予測することすら困難な状況にあります。エレクトロニクス業界におい

ては、低迷する市場の中でグローバルなシェアー確保が必須となり、生き残りをかけた再編がさらに進むものと思わ

れます。 

 当社グループはＩＣＢ製品の主たる用途であるビデオカメラやデジタルカメラ向けの受注回復に全力を挙げて取り

組んでまいりました結果、主要顧客において受注回復に成功し下期に立ち上がる予定です。一方ではＩＣＢ製品のマ

ーケット拡大にも努めており、下期には新たな用途である薄型テレビ向けが立ち上がる予定で今後さらに拡大を図っ

てまいります。抵抗器やスイッチなどのディスクリート製品については、新製品の開発、投入を行うとともに、市場

の徹底的見直しを進めて新たな市場の掘り起こしを行ってまいります。 

 混迷する経済情勢に対処するため「危機管理センター」（センター長は代表取締役会長）を立ち上げ、市場の変化

やリスク情報を本社で一元管理するとともに機動的かつ俊敏な経営を行ってまいります。 

 上記のように業績の回復に向けて積極的に対応してまいりますが、経済情勢は予断を許さないため、平成20年８月

12日に公表いたしました通期の業績予想の見直しを行いました。具体的な内容については平成20年11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。 
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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 

 （簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方式 

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、前連結会計年度末決

算において算定した貸倒実績率の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

④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 

当社及び一部の連結子会社については法人税等の納付額の算定に関して、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して算定しております。 

 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、及び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、前連結会計年度末決算において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 一部の連結子会社の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。 

（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 

 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「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 

 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おります。これによる損

益に与える影響は軽微であります。 

 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 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び一部の国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を９年～12年としておりましたが、法人税法の

改正を契機に、通常の使用状況における耐用年数を見直しました結果、法人税法改正後の８年～10年が相応であ

ると判断し、第１四半期連結会計期間から新耐用年数を使用し減価償却費を計上しております。これにより、当

第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は21,894千円増加しております。

 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。 
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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：千円）

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 8,128,038 9,043,360

受取手形及び売掛金 6,000,864 6,042,064

製品 1,414,048 1,316,535

半製品 298,937 315,148

原材料 965,119 1,190,388

仕掛品 797,727 809,957

その他のたな卸資産 269,218 289,299

その他 972,462 1,159,133

貸倒引当金 △34,829 △21,775

流動資産合計 18,811,588 20,144,112

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,123,280 3,325,532

機械装置及び運搬具（純額） 2,903,853 3,222,921

その他（純額） 1,466,685 1,431,043

有形固定資産合計 7,493,819 7,979,497

無形固定資産 401,568 420,411

投資その他の資産   

投資有価証券 2,054,656 2,060,900

その他 1,495,367 1,376,763

貸倒引当金 △25,394 △23,393

投資その他の資産合計 3,524,630 3,414,270

固定資産合計 11,420,017 11,814,178

資産合計 30,231,606 31,958,291

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,522,942 2,201,777

短期借入金 97,113 234,316

未払法人税等 161,113 221,949

賞与引当金 494,758 451,407

役員賞与引当金 15,000 24,000

その他 922,643 1,153,018

流動負債合計 4,213,571 4,286,470

固定負債   

退職給付引当金 320,664 154,660

その他 443,868 619,978

固定負債合計 764,533 774,638

負債合計 4,978,104 5,061,109
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,453,078 3,453,078

資本剰余金 5,459,874 5,458,753

利益剰余金 17,414,254 18,198,019

自己株式 △1,105,902 △1,141,972

株主資本合計 25,221,305 25,967,878

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 171,760 260,169

為替換算調整勘定 △615,260 143,249

評価・換算差額等合計 △443,499 403,419

新株予約権 12,783 37,906

少数株主持分 462,912 487,977

純資産合計 25,253,501 26,897,182

負債純資産合計 30,231,606 31,958,291
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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：千円）

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 10,564,767

売上原価 8,049,348

売上総利益 2,515,419

販売費及び一般管理費 2,736,441

営業損失（△） △221,021

営業外収益  

受取利息 31,044

受取配当金 24,233

受取賃貸料 91,237

為替差益 12,029

その他 37,360

営業外収益合計 195,904

営業外費用  

支払利息 1,289

固定資産処分損 30,908

投資有価証券評価損 45,480

その他 39,192

営業外費用合計 116,870

経常損失（△） △141,987

特別利益  

土地売却益 6,895

特別利益合計 6,895

特別損失  

投資有価証券評価損 85,500

特別損失合計 85,500

税金等調整前四半期純損失（△） △220,592

法人税等 85,982

少数株主利益 68,516

四半期純損失（△） △375,091
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △220,592

減価償却費 815,398

有形固定資産除却損 30,908

有形固定資産売却損益（△は益） △6,186

有価証券評価損益（△は益） 130,980

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,749

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,973

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,194

受取利息及び受取配当金 △55,277

支払利息 1,289

売上債権の増減額（△は増加） △263,128

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,581

仕入債務の増減額（△は減少） 599,920

未払消費税等の増減額（△は減少） 135,008

その他 △362,805

小計 929,013

利息及び配当金の受取額 55,436

利息の支払額 △1,255

法人税等の支払額 △225,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 757,343

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 △658,362

有形固定資産の売却による収入 21,073

無形固定資産の取得による支出 △38,957

投資有価証券の取得による支出 △337,712

投資有価証券の売却による収入 2,441

子会社の清算による収入 167,341

定期預金の預入による支出 △170,851

短期貸付金の回収による収入 843

その他 19,170

投資活動によるキャッシュ・フロー △995,012

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,425

短期借入金の返済による支出 △142,629

自己株式の取得による支出 △5,747

自己株式の売却による収入 1,068

配当金の支払額 △362,907

少数株主への配当金の支払額 △35,159

財務活動によるキャッシュ・フロー △539,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 △298,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,075,743

現金及び現金同等物の期首残高 9,043,360

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,967,616
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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。 

（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 

ａ．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．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、電子部品の製造販売を主要事業としている電子部品事業と機械設備等の製造販売

他を事業としているその他の事業に区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

（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）②に記載のとおり、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。この変更による各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を９年～12年としておりましたが、法人税

法の改正を契機に、通常の使用状況における耐用年数を見直しました結果、法人税法改正後の８年～10年が

相応であると判断し、第１四半期連結会計期間から新耐用年数を使用し減価償却費を計上しております。こ

の変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「電子部品事業」の営業損

失は21,894千円増加しております。なお、「電子部品事業」以外の事業についてはセグメント情報に与える

影響はありません。 

 
電子部品事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

 売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 9,970,132 594,635 10,564,767 － 10,564,767 

(2) 
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
26,434 103,363 129,797 (129,797) － 

計 9,996,566 697,999 10,694,565 (129,797) 10,564,767 

 営業損失（△） △223,590 △4,629 △228,220 7,198 △221,021 

事業区分 主要製品

電子部品事業 前面操作ブロック、抵抗器、スイッチ等 

その他の事業 機械設備等 
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ｂ．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おります。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国 

(2)北 米……米国 

３．会計処理の方法の変更 

（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）②に記載のとおり、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。この変更による各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、従来、機械装置の耐用年数を９年～12年としておりましたが、法人税

法の改正を契機に、通常の使用状況における耐用年数を見直しました結果、法人税法改正後の８年～10年が

相応であると判断し、第１四半期連結会計期間から新耐用年数を使用し減価償却費を計上しております。こ

の変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業損失は

21,894千円増加しております。なお、「日本」以外の地域についてはセグメント情報に与える影響はありま

せん。 

ｃ．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おります。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国他 

(2）北 米……米国他 

(3）その他の地域……イギリス、ドイツ他 

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。 

（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。 

 
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

北米 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

 売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 6,578,529 3,685,665 300,572 10,564,767 － 10,564,767

(2) 
セグメント間の内部売上高又は振替

高 
3,774,356 4,446,957 3,833 8,225,146 (8,225,146) －

計 10,352,885 8,132,622 304,406 18,789,914 (8,225,146) 10,564,767

 営業利益又は営業損失（△） △115,209 △163,105 19,302 △259,012 37,991 △221,021

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,361,100 254,547 19,930 4,635,578 

Ⅱ 連結売上高（千円）  10,564,767 

Ⅲ 
海外売上高の連結売上高

に占める割合(％) 
41.3 2.4 0.2 43.9 
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「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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   14,013,662 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,389,250 74.1 

売上総利益   3,624,411 25.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,888,350 20.6 

営業利益   736,061 5.3 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 45,038     

２．受取配当金 53,642     

３．受取賃貸料 90,591     

４．その他 96,419 285,691 2.0 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 4,096     

２．固定資産処分損 16,694     

３．貸付資産諸経費 23,916     

４．為替差損 31,755     

５．その他 9,582 86,045 0.6 

経常利益   935,706 6.7 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 2,304 2,304 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．土地売却損 170     

２．建物・構築物除却損 15,883     

３．投資有価証券売却損 15,593     

４．投資有価証券評価損 51,003     

５．子会社役員退職慰労金 14,610 97,260 0.7 

税金等調整前中間純利益   840,750 6.0 

法人税、住民税及び事業税   303,079 2.2 

法人税等調整額   111,717 0.8 

少数株主利益   63,513 0.4 

中間純利益   362,439 2.6 
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（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（千円） 

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 840,750 

減価償却費 776,415 

有形固定資産除却損 32,578 

投資有価証券売却損 15,593 

投資有価証券評価損 51,003 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △171,987 

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,583 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,494 

受取利息及び受取配当金 △98,680 

支払利息 4,096 

有形固定資産売却損益（△は益） △30,337 

売上債権の増減額（△は増加） 251,874 

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,757 

仕入債務の増減額（△は減少） △489,457 

未払消費税等の増減額（△は減少） 209,479 

その他 △1,296,450 

小計 84,209 

利息及び配当金の受取額 98,680 

利息の支払額 △4,254 

法人税等の支払額 △400,701 

営業活動によるキャッシュ・フロー △222,065 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 36,200 

有形固定資産の取得による支出 △709,326 

有形固定資産の売却による収入 70,611 

無形固定資産の取得による支出 △161,205 

投資有価証券の取得による支出 △257,866 

投資有価証券の売却による収入 69,236 

貸付金の回収による収入 498 

その他 △36,543 

投資活動によるキャッシュ・フロー △988,395 
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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（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 21,472 

短期借入金の返済による支出 △26,610 

自己株式の取得による支出 △10,984 

自己株式の売却による収入 65,958 

配当金の支払額 △362,685 

少数株主への配当金の支払額 △34,036 

財務活動によるキャッシュ・フロー △346,885 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 216,574 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,340,772 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,548,257 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 8,207,485 
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（３）セグメント情報 

ａ．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） 

ｂ．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） 

ｃ．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） 

 
電子部品事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 13,573,247 440,415 14,013,662 － 14,013,662 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
657 187,903 188,560 (188,560) － 

計 13,573,904 628,318 14,202,222 (188,560) 14,013,662 

営業費用 12,838,776 629,150 13,467,926 (190,325) 13,277,601 

営業利益又は営業損失（△） 735,128 △832 734,296 1,765 736,061 

 
日本 
（千円） 

アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 9,515,257 4,112,455 385,949 14,013,662 － 14,013,662 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,343,368 7,773,468 4,289 12,121,125 (12,121,125) － 

計 13,858,625 11,885,923 390,239 26,134,788 (12,121,125) 14,013,662 

営業費用 13,327,379 11,754,912 338,863 25,421,156 (12,143,554) 13,277,601 

営業利益 531,245 131,011 51,375 713,632 22,428 736,061 

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,278,401 389,790 16,590 5,684,782 

Ⅱ 連結売上高（千円）    14,013,662 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
37.7 2.8 0.1 40.6 

帝国通信工業㈱（6763）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

14



６．その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

２．受注状況 

（1）受注高 

（2）受注残高 

３．販売実績 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 9,988,085 

その他の事業（千円） 644,578 

合計（千円） 10,632,663 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 9,355,078 

その他の事業（千円） 971,691 

合計（千円） 10,326,769 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 1,766,135 

その他の事業（千円） 549,903 

合計（千円） 2,316,038 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 9,970,132 

その他の事業（千円） 594,635 

合計（千円） 10,564,767 
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４．製品別販売実績 

  
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) 

 金  額 構成比 

電子部品事業    ％ 

前面操作ブロック（千円） 3,551,329 33.6 

可変抵抗器（千円） 2,742,192 26.0 

固定抵抗器（千円） 852,260 8.1 

その他（千円） 2,824,350 26.7 

小計（千円） 9,970,132 94.4 

その他の事業   

その他（千円） 594,635 5.6 

小計（千円） 594,635 5.6 

合計（千円） 10,564,767 100.0 
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「参考資料」 

生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

２．受注状況 

（1）受注高 

（2）受注残高 

３．販売実績 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 13,677,145 

その他の事業（千円） 511,983 

合計（千円） 14,189,129 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 13,018,107 

その他の事業（千円） 361,567 

合計（千円） 13,379,675 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 2,482,848 

その他の事業（千円） 196,600 

合計（千円） 2,679,448 

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

電子部品事業（千円） 13,573,247 

その他の事業（千円） 440,415 

合計（千円） 14,013,662 
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４．製品別販売実績 

  
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 構成比 

電子部品事業    ％ 

前面操作ブロック（千円） 7,131,866 50.9 

可変抵抗器（千円） 2,597,621 18.5 

固定抵抗器（千円） 904,251 6.5 

その他（千円） 2,939,507 21.0 

小計（千円） 13,573,247 96.9 

その他の事業   

その他（千円） 440,415 3.1 

小計（千円） 440,415 3.1 

合計（千円） 14,013,662 100.0 
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