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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 361,726 ― 21,872 ― 22,202 ― 12,110 ―

20年3月期第3四半期 311,252 38.7 13,019 86.1 11,969 49.4 6,278 37.0

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3四半期 177.73 153.27
20年3月期第3四半期 92.14 79.43

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 229,191 94,555 41.2 1,387.24
20年3月期 200,386 86,406 43.1 1,267.73

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  94,522百万円 20年3月期  86,383百万円

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  

前期（平成20年3月期）期末配当金の内訳 普通配当10円、特別配当２円50銭  

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 ― 12.50 20.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 30.00

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 470,000 12.0 24,000 47.4 23,500 60.9 11,000 39.7 161.44

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） 

（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前提に基づいており、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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ご覧ください。 
(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3四半期  72,710,084株 20年3月期  72,710,084株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,573,024株 20年3月期  4,569,639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  68,138,606株 20年3月期第3四半期  68,142,678株



 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月～平成20年12月）の世界経済は、米国のサブプライムローン問題に端

を発した金融危機が全世界に波及し、株価下落、大幅な為替変動と、米欧のみならず全世界的に実体経済へ悪影響を

及ぼし、景気減速、消費低迷を拡大させております。日本においても、輸出の減少、大幅な円高、消費の低迷、企業

収益の悪化、投資・雇用の抑制など非常に厳しい経済環境となっております。 

 このような状況の下で、当社グループでは、携帯電話を中心とした移動体通信関連につきましては、液晶事業の縮

小もあり低調な推移となりましたが、アミューズメント（ゲーム機器）関連が、前年に引き続き順調に推移、またＡ

Ｖ機器用（薄型テレビ他）も堅調な推移となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、3,617億26百万円（前年同期比16.2％増）、また、利

益面では、引き続き売価下落やドル安・円高の進行に対応すべく、新製品開発、高付加価値化、生産性向上、原価低

減、経費削減等による収益向上に努めた結果、営業利益は218億72百万円（前年同期比68.0％増）、経常利益は222億

２百万円（前年同期比85.5％増）、四半期純利益は121億10百万円（前年同期比92.9％増）となりました。  

  

 当第３四半期連結累計期間の製品部門別の状況は次のとおりであります。   

 機構部品につきましては、アミューズメント関連部品等の増加により、3,106億６百万円（前年同期比26.6％増）

となりました。 

 音響部品につきましては、携帯電話を中心とした移動体通信機器用部品の減少により、343億17百万円（前年同期

比14.0％減）となりました。 

 液晶表示素子につきましては、自動車関連用部品は増加したものの、移動体通信機器用部品の減少により、91億13

百万円（前年同期比43.5％減）となりました。 

 複合部品その他につきましては、自動車関連用部品、通信機器用部品等の減少により、76億89百万円（前年同期比

21.8％減）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。 

   

  

 当第３四半期末の総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の増加により前期末比288億４百万円増の2,291

億91百万円となりました。又、負債につきましては、支払手形及び買掛金、短期借入金等の増加により前期末比206

億55百万円増の1,346億35百万円となりました。 

 なお、純資産は四半期純利益を計上したこと等により前期末比81億49百万円増の945億55百万円となり、自己資本

比率は41.2％となりました。  

  

  

通期の連結業績予想につきましては、平成20年11月６日（平成21年３月期第２四半期決算発表時）に公表しました

内容を変更しておりません。 

  

〈業績等の予測に関する注意事項〉 

本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、現在入手可能な情報による当社の判断に基づく将来の予測

であり、さまざまな潜在的リスクや不確定要素を含んだものです。そのため、実際の業績はさまざまな重要な要素に

より、記載された見通しと大きく異なる可能性もあり、これらの見通しに過度に依存されないようにお願いいたしま

す。 

  

  

  

【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 



 該当事項はありません。  

  

   

 該当事項はありません。  

  

  

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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 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）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）

により算定しております。 

 これにより、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607百万円減

少しております。 

  

③「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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、これに伴う当第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に与える影響は軽微であります。  

  



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 30,276 26,317

受取手形及び売掛金 112,256 91,974

商品及び製品 13,112 14,452

仕掛品 3,443 3,892

原材料及び貯蔵品 20,949 19,015

その他 23,223 14,624

貸倒引当金 △183 △206

流動資産合計 203,077 170,071

固定資産   

有形固定資産 19,529 19,709

無形固定資産 516 585

投資その他の資産   

投資有価証券 3,195 6,808

その他 2,980 3,319

貸倒引当金 △108 △107

投資その他の資産合計 6,067 10,020

固定資産合計 26,113 30,315

資産合計 229,191 200,386



（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 73,117 62,518

短期借入金 21,877 12,742

未払法人税等 5,109 3,304

その他 16,648 17,053

流動負債合計 116,753 95,618

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 10,036 10,041

長期借入金 83 132

退職給付引当金 6,976 7,562

その他 785 624

固定負債合計 17,881 18,361

負債合計 134,635 113,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,660 13,660

資本剰余金 19,596 19,596

利益剰余金 69,663 59,441

自己株式 △5,609 △5,603

株主資本合計 97,311 87,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 437 517

為替換算調整勘定 △3,227 △1,228

評価・換算差額等合計 △2,789 △711

新株予約権 33 22

純資産合計 94,555 86,406

負債純資産合計 229,191 200,386



（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 361,726

売上原価 329,216

売上総利益 32,509

販売費及び一般管理費 10,636

営業利益 21,872

営業外収益  

受取利息 165

受取配当金 130

為替差益 88

持分法による投資利益 0

その他 154

営業外収益合計 538

営業外費用  

支払利息 187

その他 21

営業外費用合計 208

経常利益 22,202

特別利益  

固定資産売却益 234

投資有価証券売却益 30

その他 2

特別利益合計 268

特別損失  

固定資産除売却損 48

投資有価証券評価損 2,604

その他 190

特別損失合計 2,843

税金等調整前四半期純利益 19,627

法人税、住民税及び事業税 7,058

法人税等調整額 458

法人税等合計 7,517

四半期純利益 12,110



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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」  

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  311,252

Ⅱ 売上原価  287,714

売上総利益  23,538

Ⅲ 販売費及び一般管理費  10,518

営業利益  13,019

Ⅳ 営業外収益  501

Ⅴ 営業外費用  1,552

経常利益  11,969

Ⅵ 特別利益  11

Ⅶ 特別損失  429

税金等調整前四半期純利益  11,550

Ⅷ 法人税、住民税及び 
  事業税   4,799

Ⅸ 法人税等調整額  472

四半期純利益  6,278



  製品部門別販売実績  

  

  

６．その他の情報 

  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 

部門別   金額（百万円） 構成比 

機構部品 310,606 85.9%

音響部品 34,317 9.5%

液晶表示素子 9,113 2.5%

複合部品その他 7,689 2.1%

合  計 361,726 100.0%
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