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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 104,218 ― 3,235 ― 2,424 ― 901 ―
20年3月期第3四半期 117,809 14.8 11,892 32.6 11,093 32.9 6,274 11.8

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3四半期 9.89 ―
20年3月期第3四半期 68.43 68.42

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3四半期 101,000 58,595 58.0 645.65
20年3月期 113,242 61,051 53.9 665.28

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  58,533百万円 20年3月期  61,001百万円

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  

当社は定款において期末日を配当基準日として定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定です。 
 （※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（２）参照） 

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 121,000 △22.5 △1,900 ― △2,800 ― △3,900 ― △42.85

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等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、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、業績予想に関する事項は、添付資料の２ページ目をご参照ください。 
（２）期末配当につきましては、現時点において未定です。詳細につきましては、本日公表いたしました「平成21年３月期（第79期）配当予想の修正に関するお知らせ」をご
参照ください。 
（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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  92,302,608株 20年3月期  92,302,608株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,644,423株 20年3月期  609,117株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  91,113,778株 20年3月期第3四半期  91,694,801株

－ 1 －



第３四半期の世界経済は、急速かつ大きな転換点を迎えました。サブプライムローン問題に起因し、く
すぶり続けていた金融不安が、９月半ばの米国大手金融機関の破綻を契機に１００年に一度と言われるほ
どの危機へと転じ、これが急速に実体経済へ大きく波及しました。この結果、先進国経済は減速からマイ
ナス成長局面に入り、新興国へも影響が広がりました。 
また原油や資源といった商品市場にまわっていた投機資金がこの市場から撤退、高騰を続けていたこれ

らの価格は一転、反落に転じました。しかし為替面では、円が主要国通貨に対し軒並み上昇し、輸出産業
には厳しい局面を迎えました。 
当社グループの関連するエレクトロニクス関連市場は、実体経済面では、自動車やデジタル家電の売れ

行きが１０月以降に急激に減速し、世界の各メーカは一挙に大量の流通在庫を抱えることになりました。
この結果、かつて経験したことのない異例のスピードで一斉に減産に転じ、設備投資を凍結、さらにこれ
らの影響は半導体・ＦＡ／工作機械メーカなど関連産業にも広範囲に波及し、当社グループは、関連する
全ての産業分野でこの影響を大きく受けました。 
こうした状況の中で、当社グループは成長市場に注力し、グローバルマーケティングと技術開発力を強

化し、強みを活かした新製品の積極的な投入と横展開で売上の確保に努める一方、これまで進めてきた国
内・海外一貫生産体制増強設備を活用した内製化拡大等コストダウン諸施策の実行に留まらず、緊急対策
として設備投資、諸経費抑制など経営努力に努めて参りました。 
この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高1,042億18百万円（前年同期比89％）、営業利益32

億35百万円（前年同期比27％）、経常利益24億24百万円（前年同期比22％）、四半期純利益９億１百万円
（前年同期比14％）となりました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は、当第３四半期の世界経済並びにエレクトロニクス市場の急激な減速の影響
を受け、前期末に比べ122億42百万円減少の1,010億円となりました。その主な増減としましては、売上債
権が前期末に比べ66億64百万円減少したほか、材料等の抑制及び支払いによる仕入債務の減少、また、有
形固定資産について、当社及び弘前航空電子㈱における新工場棟建設一時金の支払いによる建設仮勘定の
増加はありましたが、生産設備の投資抑制により減価償却資産が減少したことによるものです。 
純資産は、四半期純利益計上による増加に対し、剰余金の配当及び為替換算調整勘定の減少により、前

期末に比べ24億55百万円減少の585億95百万円となりました。 
  

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、材料等の仕入債務の支払い及び法人税
等の支払いがあったものの、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上により、76億62百万円のプ
ラスとすることができました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期において急激な市場環境の変化に対応し、設備投

資の抑制を図りましたが、第２四半期累計期間が73億45百万円のマイナスであったことから、当累計期間
では117億24百万円のマイナスとなりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、９億46百万
円のマイナスとなったことから、当第３四半期末の現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ56億
23百万円減少の139億51百万円となりました。 
  

世界経済は依然として先行き不透明かつ大きなリスクを抱えています。実体経済面でも当社グループの
お客様における生産調整、投資凍結の底打ちが確認できておらず厳しい状況が続いています。 
このことから通期の業績につきまして、本日付で業績予想の修正を行っております。 
具体的な内容につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

・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

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。 
  

  
１．たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の評価に当たっては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎
とした合理的な方法により算定しております。 
また、たな卸資産の簿価の切り下げに関しては、収益性の低下が明らかものについてのみ簿価の

切り下げを行う方法によっております。 
  
２．税金費用の計算 

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おります。 

  

  
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の作成に当たっては「四半期連結財務諸表規則」に従っております。 

  
２．たな卸資産の評価方法 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し、
収益性の低下が明らかなたな卸資産について、簿価の切り下げを行っております。これにより、従
来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上原価が２億48百万円増加し、営業
利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。 
なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  
３．在外連結子会社の個別財務諸表の取扱い 

当連結会計年度より、在外連結子会社の個別財務諸表の作成に当たり、「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」（実務対報告第18号）を適用し、連結決算上必
要な組替えを行っております。 
なお、この組替えによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  
（追加情報） 

当連結会計年度より、有形固定資産の耐用年数について、平成20年度法人税法の改正を契機に見
直しを行い、一部資産について耐用年数を短縮し減価償却費を算定する方法に変更しております。 
この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期累計期間の減価償却費が３億88

百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。 
なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,151 13,075

受取手形及び売掛金 17,609 24,273

有価証券 3,800 6,510

製品 4,875 4,626

半製品 2,480 2,602

原材料 2,919 2,589

仕掛品 2,525 2,764

繰延税金資産 1,604 1,659

その他 3,975 5,263

貸倒引当金 △67 △89

流動資産合計 49,875 63,275

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,976 13,580

機械装置及び運搬具（純額） 12,592 13,345

工具、器具及び備品（純額） 5,590 6,800

土地 5,279 5,309

建設仮勘定 6,407 2,916

有形固定資産合計 42,845 41,952

無形固定資産   

ソフトウエア 1,693 1,474

その他 99 106

無形固定資産合計 1,793 1,581

投資その他の資産   

繰延税金資産 3,834 3,263

その他 2,765 3,284

貸倒引当金 △114 △114

投資その他の資産合計 6,485 6,433

固定資産合計 51,124 49,967

資産合計 101,000 113,242
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 22,767 30,384

短期借入金 3,047 1,877

未払法人税等 573 2,417

取締役賞与引当金 37 75

その他 6,115 6,613

流動負債合計 32,541 41,368

固定負債   

長期借入金 1,003 1,431

繰延税金負債 76 89

退職給付引当金 6,394 6,871

役員退職慰労引当金 282 272

債務保証損失引当金 2,089 2,089

その他 15 68

固定負債合計 9,862 10,822

負債合計 42,404 52,191

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,690 10,690

資本剰余金 14,440 14,464

利益剰余金 38,609 38,680

自己株式 △1,193 △597

株主資本合計 62,546 63,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △92 146

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △3,921 △2,381

評価・換算差額等合計 △4,013 △2,235

新株予約権 62 49

純資産合計 58,595 61,051

負債純資産合計 101,000 113,242
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(2)四半期連結損益計算書 
  第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 104,218

売上原価 85,441

売上総利益 18,777

販売費及び一般管理費 15,542

営業利益 3,235

営業外収益  

受取利息 83

受取配当金 150

その他 182

営業外収益合計 416

営業外費用  

支払利息 55

固定資産除却損 73

為替差損 953

その他 144

営業外費用合計 1,227

経常利益 2,424

税金等調整前四半期純利益 2,424

法人税、住民税及び事業税 1,460

法人税等調整額 62

法人税等合計 1,523

四半期純利益 901
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,424

減価償却費 9,889

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10

取締役賞与引当金の増減額（△は減少） △38

退職給付引当金の増減額（△は減少） △666

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10

受取利息及び受取配当金 △234

支払利息 55

為替差損益（△は益） 32

固定資産除却損 73

投資有価証券評価損益（△は益） 6

売上債権の増減額（△は増加） 5,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △740

仕入債務の増減額（△は減少） △6,830

未払消費税等の増減額（△は減少） △200

その他 803

小計 9,959

利息及び配当金の受取額 232

利息の支払額 △57

法人税等の支払額 △3,410

その他の収入 938

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,662

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付金の増減額（△は増加） 1

有形固定資産の取得による支出 △11,204

有形固定資産の売却による収入 168

投資有価証券の取得による支出 △11

投資有価証券の償還による収入 10

長期貸付けによる支出 △1

長期貸付金の回収による収入 56

その他 △743

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,724

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） 2,098

長期借入金の返済による支出 △1,329

自己株式の取得による支出 △648

配当金の支払額 △1,096

その他 29

財務活動によるキャッシュ・フロー △946

現金及び現金同等物に係る換算差額 △615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,623

現金及び現金同等物の期首残高 19,575

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,951
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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。 
  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  

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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当社グループの事業の種類別区分は、電子機器及び部品（電子機器及び電子部品の製造・販売並びに

これらに関連する機器及び部品の仕入販売）とその他（その他の物品の販売並びにサービス）の２セグ

メントであり、電子機器及び部品の全セグメントの売上高、営業損益の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％を超えており、かつ、当該セグメント以外に開示の対象とすべき基準に該当するセグメント

がないため、その記載を省略しております。 

  
【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：米国 (2) アジア：台湾・韓国・フィリピン・中国 

３ 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用しております。

この結果、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の「日本」における営業利益が248百万円減少して

おります。 

４ 当連結会計年度より、平成20年度法人税法の改正に伴い、減価償却資産の耐用年数について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第

３四半期連結累計期間の「日本」における営業利益が388百万円減少しております。 

  

注記事項

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び預金 10,151 百万円

有価証券（国内譲渡性預金） 3,800 百万円

現金及び現金同等物 13,951 百万円

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

北米
(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 64,918 7,000 32,300 104,218 ─ 104,218

(２) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

20,280 594 10,441 31,316 △31,316 ─

計 85,198 7,594 42,741 135,534 △31,316 104,218

営業利益又は営業損失（△） 5,169 △378 651 5,441 △2,206 3,235
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【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：米国 (2) アジア：台湾・韓国・フィリピン・シンガポール、中国 (3) その他：英国 

  

該当事項はありません。 

  

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 7,298 36,060 5,495 48,854

Ⅱ 連結売上高 （百万円） ─ ─ ─ 104,218

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合 （％）

7.0 34.6 5.3 46.9

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(１) 前第３四半期連結損益計算書 

（金額単位：百万円） 

 
  

「参考」

科  目

前第３四半期

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金  額

売上高 117,809

売上原価 89,233

売上総利益 28,575

販売費及び一般管理費 16,682

営業利益 11,892

営業外収益 498

受取利息及び配当金 206

その他営業外収益 292

営業外費用 1,297

支払利息 58

役員退職慰労引当金繰入額 236

その他営業外費用 1,002

経常利益 11,093

特別損失 1,000

債務保証損失引当金繰入額 1,000

税金等調整前四半期純利益 10,093

税金費用 3,819

四半期純利益 6,274
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(２) 前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（金額単位：百万円） 

 
  

区  分

前第３四半期

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金  額

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 10,093

減価償却費 7,593

取締役賞与引当金の減少額 △51

退職給付引当金の減少額 △917

役員退職慰労引当金の増加額 258

債務保証損失引当金増加額 1,000

受取利息及び受取配当金 △206

支払利息 58

有形固定資産除却損 149

売上債権の増加額 △6,156

棚卸資産の増加額 △2,203

仕入債務の増加額 5,314

未払消費税等の増加額 16

その他 △797

小計 14,152

利息及び配当金の受取額 193

利息の支払額 △59

法人税等の支払額 △2,843

その他 254

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,696

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 △14,916

有形固定資産の売却による収入 3,148

その他 △421

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の減少額 △17

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,518

配当金の支払額 △1,099

その他 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,661

現金及び現金同等物に係る換算差額 △129

現金及び現金同等物の減少額 △2,283

現金及び現金同等物の期首残高 20,271

現金及び現金同等物の期末残高 17,988
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製品別販売状況（連結） 

 
  

6．その他の情報

区  分

当第３四半期
連結累計期間

前第３四半期
連結累計期間

前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日)

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

金 額 前同比 金 額 前同比 金 額 前期比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

コネクタ及び同関連製品 79,454 86.8 91,567 116.5 119,910 115.4

インターフェース・ソリューション機器 
及び同関連製品

11,734 87.9 13,350 116.0 17,786 114.8

航空・宇宙用電子機器及び同応用製品 11,301 104.4 10,823 102.2 15,588 100.4

光デバイス及びその他の製品 1,727 83.6 2,067 108.8 2,861 107.7

連結売上高 104,218 88.5 117,809 114.8 156,147 113.5
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