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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 64,313 ― 3,548 ― 2,969 ― 1,797 ―

20年3月期第3四半期 67,959 20.5 6,659 75.2 6,879 83.3 4,174 88.8

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 75.85 ―

20年3月期第3四半期 173.18 ―

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 43,985 22,640 51.5 1,047.94
20年3月期 43,169 25,719 59.6 1,066.97

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  22,640百万円 20年3月期  25,719百万円

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  

21年3月期の配当予想については未定  

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 ― 16.00 ― 20.00 36.00
21年3月期 ― 18.00 ― ――― ―――

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 76,000 △12.3 2,500 △64.9 2,000 △70.9 800 △80.5 34.45

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  無  

(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） 

(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の予想等将来に関する記述は、当社が入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、今後様々な要因によって変動する
可能性があります。なお、連結業績予想に関する定性的情報は２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を御参照下さい。 
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。  

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3四半期  24,106,015株 20年3月期  24,106,015株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,501,461株 20年3月期  1,139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  23,704,697株 20年3月期第3四半期  24,105,186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３四半期連結累計期間における世界経済は、米国発の金融危機が世界に連鎖し、需要減に伴う生
産調整や減産など、世界的な景気減速が鮮明となりました。 
一方わが国経済におきましても、生産調整のほか株安や円高ドル安が企業収益を圧迫し、雇用環境も
悪化するなど、景気は急激に減速しました。 
 当電子機器業界におきましては、これまでＢＲＩＣｓなどの新興国向けを中心に、比較的堅調に推移
していた携帯電話等のモバイル機器や薄型テレビなどの商品の出荷が、秋以降大きな減少となりました。
また、世界的な自動車需要の減退に伴い、車載関連商品の受注が急速に悪化しました。 
 当社はこのような経営環境のもと、減少する受注に対し、被害を最小限に食い止める手立てとして、
製造経費の削減にいちはやく着手するとともに、原価改善に向けて、生産革新をベースとした改善活動
を引き続き推進すると同時に、原価低減活動に取り組みました。 
 このような経営活動にも係わらず、受注の大幅な減少の影響により、当第３四半期連結累計期間の連
結売上高は 64,313 百万円（前年同期比 5.4％減）、連結営業利益は、3,548 百万円（前年同期比 46.7％
減）、連結経常利益は 2,969 百万円（前年同期比 56.8％減）となり、連結四半期純利益は 1,797 百万円
（前年同期比 56.9％減）となりました。 
 
 分野別の概況は、次のとおりであります。 
(電子機器部門) 
秋以降の世界的な需要減退の影響を受けましたが、当第３四半期前半までのデスクトップ・オーディ
オおよび薄型テレビ関連商品の出荷増が寄与したことから、連結売上高は、前年同期比 0.9％増の
17,740 百万円となりました。 
(電子部品部門) 
これまでＢＲＩＣｓなどの新興国向けを中心に好調であった携帯電話用ヘッドセットの出荷は、秋以
降低調に推移しました。 
携帯オーディオ用ヘッドホンは、当第３四半期後半以降の出荷が伸びませんでした。 
薄型テレビ用スピーカ・ユニットは、需要減とともに販売単価も低下しました。 
車載用スピーカ・ユニットは、コモディティからプレミアム・オーディオへの転換を推進しましたが、
世界的な自動車需要の減速と在庫過多により、出荷が減少しました。 
その結果、当部門の連結売上高は、前年同期比 6.9％減の 45,078 百万円となりました。 
 
なお､前年同期比は参考として記載しております。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
  総資産は主に有形固定資産の増加により前連結会計年度末に比べ 816 百万円増加して 43,985 百万円
となりました。負債は主に短期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ 3,895 百万円増加して
21,345 百万円となりました。純資産は主に自己株式の取得や評価･換算差額の減少により前連結会計年
度末に比べ 3,079 百万円減少して 22,640 百万円となりました。また自己資本比率は前連結会計年度末
比 8.1 ポイント減少して 51.5%になりました。 

（キャッシュ・フローについて） 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、以下に記載のキャッシュ・フロ
ーにより 3,697 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 883 百万円増加いたしました。 
（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、税金等調整前四半期純利益の増加等により2,632百万円となりました。 

（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支出は、設備投資等により 4,529 百万円となりました。 

（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増加は、短期借入金の増加等により 3,083 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経済見通しにつきましては、世界経済は、当面、低迷が続くものと予想されます。当電子機
器業界におきましても、ＢＲＩＣｓなどの新興国での需要も大きな期待はできず、低調な受注状況で
推移するものと予想されます。 
このような状況下、通期の連結業績につきましては、連結売上高、連結営業利益、連結経常利益、
連結当期純利益ともに前回予想時の計画を下回る見通しであることから、通期の連結業績予想を修正
することといたします。 
詳細は、平成２１年１月２９日に別途開示いたしました「業績予想の修正および配当予想の修正に
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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
該当事項はありません。 
 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
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 平成19 年３
月14 日）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 
平成19 年３月14 日）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 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、評価基準については主として移動平均法による原価法から主として移
動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更しております。 
この変更の結果、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営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ71百万円減少しております。 
③ 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。 
なお、この変更による損益に与える影響はありません。 
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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 3,707 2,825

受取手形及び売掛金 12,990 13,763

製品 5,529 5,409

原材料 3,257 3,240

仕掛品 525 467

貯蔵品 378 330

短期貸付金 131 285

未収入金 133 300

繰延税金資産 412 501

その他 999 1,262

貸倒引当金 △265 △125

流動資産合計 27,800 28,262

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,564 2,410

機械装置及び運搬具（純額） 4,883 3,974

工具、器具及び備品（純額） 1,693 1,799

土地 751 656

建設仮勘定 353 231

有形固定資産合計 10,246 9,071

無形固定資産   

ソフトウエア 805 387

借地権 221 66

その他 42 528

無形固定資産合計 1,069 982

投資その他の資産   

投資有価証券 3,270 3,905

長期貸付金 136 112

長期前払費用 796 557

繰延税金資産 484 29

その他 211 280

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 4,868 4,852

固定資産合計 16,185 14,907

資産合計 43,985 43,169
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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 3,750 4,958

短期借入金 13,124 7,480

未払金 1,081 1,695

未払法人税等 996 548

未払費用 427 354

賞与引当金 342 551

その他 679 338

流動負債合計 20,401 15,927

固定負債   

繰延税金負債 706 1,269

退職給付引当金 92 74

役員退職慰労引当金 54 79

その他 90 98

固定負債合計 943 1,522

負債合計 21,345 17,450

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,770 3,770

資本剰余金 4,564 4,564

利益剰余金 22,433 21,552

自己株式 △1,878 △2

株主資本合計 28,889 29,884

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △172 94

為替換算調整勘定 △6,076 △4,260

評価・換算差額等合計 △6,249 △4,165

純資産合計 22,640 25,719

負債純資産合計 43,985 43,169
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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 64,313

売上原価 53,798

売上総利益 10,515

販売費及び一般管理費 6,967

営業利益 3,548

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 34

雑収入 162

営業外収益合計 214

営業外費用  

支払利息 199

持分法による投資損失 50

為替差損 500

雑損失 41

営業外費用合計 792

経常利益 2,969

特別利益  

固定資産売却益 31

国庫補助金 111

過年度損益修正益 125

特別利益合計 268

特別損失  

固定資産除却損 88

投資有価証券評価損 46

事業撤退損 113

特別損失合計 248

税金等調整前四半期純利益 2,989

法人税、住民税及び事業税 1,879

法人税等調整額 △688

法人税等合計 1,191

四半期純利益 1,797
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 20,114

売上原価 17,094

売上総利益 3,019

販売費及び一般管理費 2,200

営業利益 818

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 20

持分法による投資利益 11

雑収入 47

営業外収益合計 82

営業外費用  

支払利息 82

為替差損 370

雑損失 30

営業外費用合計 482

経常利益 418

特別利益  

固定資産売却益 31

国庫補助金 22

過年度損益修正益 △4

特別利益合計 49

特別損失  

固定資産除却損 20

投資有価証券評価損 46

事業撤退損 113

特別損失合計 181

税金等調整前四半期純利益 286

法人税、住民税及び事業税 30

法人税等調整額 182

法人税等合計 213

四半期純利益 73
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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 2,989

減価償却費 1,857

前払年金費用の増減額（△は増加） △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16

貸倒引当金の増減額（△は減少） 158

賞与引当金の増減額（△は減少） △198

有形固定資産売却損益（△は益） △31

有形固定資産除却損 88

投資有価証券評価損益（△は益） 46

受取利息及び受取配当金 △52

支払利息 199

為替差損益（△は益） 27

持分法による投資損益（△は益） 50

売上債権の増減額（△は増加） △358

たな卸資産の増減額（△は増加） △994

仕入債務の増減額（△は減少） △142

未払金の増減額（△は減少） △560

その他 1,060

小計 4,104

利息及び配当金の受取額 120

利息の支払額 △228

法人税等の支払額 △1,364

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,632

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △418

有形固定資産の取得による支出 △4,043

有形固定資産の売却による収入 161

無形固定資産の取得による支出 △275

短期貸付金の増減額（△は増加） 1

長期貸付けによる支出 △68

その他 113

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,529

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） 5,876

配当金の支払額 △915

自己株式の取得による支出 △1,876

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 883

現金及び現金同等物の期首残高 2,813

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,697
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(セグメント情報)
【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】
前第３四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日)

日本 アジア アメリカ 欧州 消去

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 又は全社

(百万円)

　売上高

　(1) 外部顧客に対する

　　　売上高

　(2) セグメント間の内部

　　　売上高又は振替高

計 48,854 56,296 9,197 8,760 123,110 (55,151) 67,959

　営業費用 46,051 52,293 9,240 8,584 116,169 (54,870) 61,299

　営業利益 2,803 4,002 △ 42 176 6,940 (281) 6,659

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)

日本 アジア アメリカ 欧州 消去

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 又は全社

(百万円)

　売上高

　(1) 外部顧客に対する

　　　売上高

　(2) セグメント間の内部

　　　売上高又は振替高

計 49,313 49,516 8,092 5,782 112,704 (48,391) 64,313

　営業費用 46,619 48,891 8,224 5,573 109,309 (48,544) 60,765

　営業利益又は営業損失（△） 2,693 624 △ 131 208 3,395 152 3,548

(注) １　国または地域は地理的近接度により区分しております。

      ２　本国以外の区分に属する主な国または地域

　　　　　ア　ジ　ア：東アジア及び東南アジア諸国

　　　　　欧　　　州：ヨーロッパ諸国

【海外売上高】
前第３四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日)

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 29,538 11,640 16,036 1,590 58,806

Ⅱ　連結売上高(百万円) 67,959

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(％)

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)

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 28,170 11,323 15,031 800 55,325

Ⅱ　連結売上高(百万円) 64,313

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(％)

(注) １　国または地域は地理的近接度により区分しております。

　　  ２　本国以外の区分に属する主な国または地域

         アジア：東アジア及び東南アジア諸国、オセアニア

         北米　：カナダ、米国、メキシコ

         欧州　：ヨーロッパ諸国

      ３　海外売上高は、当社及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ります。

計(百万円) 連結(百万円)

36,793 13,617 8,823 8,725 67,959 ― 67,959

55,151 (55,151) ―

計(百万円) 連結(百万円)

12,061 42,679 374 35

40,848 9,832 7,865 5,766

8,464 39,683 227 15

2.3

64,313 ― 64,313

48,391 (48,391) ―

事業の種類として「電子機器及び電子部品事業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金
額の合計額に占める「電子機器及び電子部品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。

86.5

43.8 17.6 23.4 1.2 86.0

43.5 17.1 23.6
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販売の状況

売上高 （単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
  自　平成19年４月１日  自　平成20年４月１日
  至  平成19年12月31日  至  平成20年12月31日

部　　　門 金            額 構  成  比 金            額 構  成  比

％ ％

電 子 機 器 17,576 25.9 17,740 27.6

電 子 部 品 48,396 71.2 45,078 70.1

そ の 他 1,986 2.9 1,495 2.3

合 計 67,959 100.0 64,313 100.0

電 子 機 器 部 門   スピーカシステム、オーディオアンプ、マルチトラックレコーダー、OA機器およびデータ通信機器等

電 子 部 品 部 門   単体スピーカ、マイクロホン、ヘッドホン、超小型音響変換器およびその原材料等

そ の 他 部 門   上記以外の製品等
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