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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 85,388 △24.0 4,594 △34.8 4,395 △42.9 2,693 △44.1

21年3月期第1四半期 112,406 ― 7,047 ― 7,698 ― 4,814 ―

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

22年3月期第1四半期 39.53 36.27
21年3月期第1四半期 70.66 60.94

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

22年3月期第1四半期 179,980 98,551 54.7 1,445.87
21年3月期 205,674 95,818 46.6 1,405.77

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  98,515百万円 21年3月期  95,783百万円

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

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

167,000 △28.3 7,900 △44.1 7,700 △46.8 4,500 △50.2 66.04

通期 350,000 △22.9 13,600 △45.9 13,400 △48.5 7,500 △46.0 110.07



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）平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。なお、当該予想数値の
修正に関する事項は、本日（平成21年８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。 
（2）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、３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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 72,710,084株 21年3月期  72,710,084株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,574,511株 21年3月期  4,573,860株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 68,135,746株 21年3月期第1四半期 68,139,862株



【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１四半期連結累計期間（平成21年４月～平成21年６月）の世界経済は、米国発の金融危機を起点とする昨秋以

降の世界同時不況に対し、各国政府の景気対策により、中国他一部地域、及びエコ関連分野において明るさが見え、

回復しつつあるものの、本格的な回復にはいたらず、依然先行き不透明な状況が続いております。 

  

 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、アミューズメント（ゲーム機

器）関連、薄型テレビ、デジタルカメラ等のデジタル家電関連、自動車・車載電装関連市場等へ重点的な取り組みを

図りましたが、これら主要電子機器向けの電子部品需要の回復が遅れ、いずれも厳しい推移となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、853億88百万円（前年同期比24.0％減）、営業利益は

45億94百万円（前年同期比34.8％減）、経常利益は43億95百万円（前年同期比42.9％減）、四半期純利益は26億93百

万円（前年同期比44.1％減）となりました。  

  

 当第１四半期連結累計期間の売上高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減少により、755億31百万円（前年同期比18.8％減）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、65億38百万円（前年同期比

50.5％減）となりました。 

 液晶表示素子につきましては、自動車関連用部品の減少により、18億61百万円（前年同期比50.1％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、ＡＶ機器用部品等の減少により、14億57百万円（前年同期比

41.4％減）となりました。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金・たな卸資産等の減少により前連結会計年度末比

256億93百万円減の1,799億80百万円となりました。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

減少により前連結会計年度末比284億26百万円減の814億29百万円となりました。 

 なお、純資産は、四半期純利益を計上したこと等により前連結会計年度末比27億32百万円増の985億51百万円とな

り、自己資本比率は54.7％となりました。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報  

 業績予想の修正に関しましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、今回の業績予想における為替レートにつきましては、１ＵＳドル＝95円を前提としております。   

  

  



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）  

  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  

  該当事項はありません。  

  

  

（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  

  該当事項はありません。  

  

  



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,405 30,215

受取手形及び売掛金 81,259 97,542

商品及び製品 8,082 12,050

仕掛品 4,352 3,417

原材料及び貯蔵品 16,762 21,147

その他 14,169 16,724

貸倒引当金 △148 △147

流動資産合計 154,883 180,950

固定資産   

有形固定資産 17,872 18,073

無形固定資産 387 424

投資その他の資産   

投資有価証券 4,372 3,335

その他 2,573 2,998

貸倒引当金 △108 △108

投資その他の資産合計 6,837 6,225

固定資産合計 25,097 24,723

資産合計 179,980 205,674



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 46,234 57,154

短期借入金 10,121 21,769

未払法人税等 1,087 6,441

その他 6,046 6,473

流動負債合計 63,490 91,838

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 10,032 10,034

長期借入金 28 72

退職給付引当金 6,824 6,882

その他 1,053 1,026

固定負債合計 17,939 18,016

負債合計 81,429 109,855

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 73,121 71,449

自己株式 △5,611 △5,610

株主資本合計 100,767 99,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 863 262

為替換算調整勘定 △3,115 △3,575

評価・換算差額等合計 △2,251 △3,312

新株予約権 35 34

純資産合計 98,551 95,818

負債純資産合計 179,980 205,674



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 112,406 85,388

売上原価 101,852 77,759

売上総利益 10,554 7,628

販売費及び一般管理費 3,506 3,034

営業利益 7,047 4,594

営業外収益   

受取利息 53 18

受取配当金 81 36

為替差益 549 －

持分法による投資利益 0 0

その他 32 49

営業外収益合計 717 104

営業外費用   

支払利息 60 67

為替差損 － 233

その他 5 1

営業外費用合計 66 303

経常利益 7,698 4,395

特別利益   

固定資産売却益 3 1

投資有価証券売却益 19 －

新株予約権戻入益 － 0

その他 1 －

特別利益合計 24 1

特別損失   

固定資産除売却損 7 6

投資有価証券評価損 217 14

その他 0 0

特別損失合計 225 21

税金等調整前四半期純利益 7,498 4,375

法人税、住民税及び事業税 2,342 1,155

法人税等調整額 341 526

法人税等合計 2,683 1,682

四半期純利益 4,814 2,693



 該当事項はありません。 

  

 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



６．その他の情報  

  製品部門別販売実績  

   

当第1四半期連結累計期間 

自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日 

製品部門別 金額（百万円） 構成比 

機構部品 75,531 88.4% 

音響部品 6,538 7.7% 

液晶表示素子 1,861 2.2% 

複合部品その他 1,457 1.7% 

合  計 85,388 100.0% 
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