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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 15,338 △33.9 △2,125 ― △2,263 ― △3,306 ―

21年3月期第1四半期 23,209 ― △173 ― 507 ― 94 ―

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 △38.13 ―

21年3月期第1四半期 1.09 1.08

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 83,192 21,901 25.9 248.28
21年3月期 90,620 23,764 25.8 269.71

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  21,530百万円 21年3月期  23,390百万円

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  

22年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

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 ― 3.50 ― 0.00 3.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

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  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

第2四半期 
連結累計期間

32,500 △33.5 △1,700 ― △2,400 ― △5,300 ― △61.09

通期 72,400 △15.1 4,000 ― 3,000 ― △1,100 ― △12.68



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 

 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従い
まして、実際の業績は、業績の変化などにより記載の予想とは異なる結果となる可能性があることにご留意ください。なお、業績予想に関する事項につきま
しては、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 有

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 87,027,848株 21年3月期  87,027,848株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  308,924株 21年3月期  304,801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 86,720,201株 21年3月期第1四半期 86,790,569株



 当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響により輸出が低迷したほか、個人消費や設備

投資が落ち込むなど、引き続き厳しい状況が続きました。 

 当社グループを取り巻く環境は、デジタル家電市場や自動車市場におけるデバイス需要に一定の回復が見ら

れたものの、回復水準は依然として低く、通信市場向け整流器需要も調整局面を迎えるなど厳しい状況が続き

ました。また、二輪車市場においては、アジアの一部地域で需要に底堅さが見られたものの、総じて弱含みの

展開となりました。 

 このようななか、当第１四半期の連結売上高は153億38百万円（前年同期比33.9％減）となりました。損益

面では、固定費削減や海外拠点への生産シフトなど構造改革は順調に進んではいるものの、本格的な効果は第

２四半期以降となる見通しで、当第１四半期の営業損益は21億25百万円の損失、経常損益は22億63百万円の損

失となりました。四半期純損益においては、構造改革費用などを計上した結果、33億６百万円の損失となりま

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。 

（デバイス事業） 

 デバイス事業の売上高は、半導体製品、機能デバイス製品ともに減少し、60億75百万円（前年同期比39.5％

減）、営業損益は16億51百万円の損失となりました。 

 半導体製品は、アジア地域を中心としたデジタル家電市場や、環境対応車で注目を集める自動車市場におい

て、パワーダイオード需要に復調の兆しが見られたものの本格回復には至らず、産業機器市場において回復に

遅れが目立つなど、大幅な減収に見舞われました。 

 機能デバイス製品は、ＤＶＤブルーレイ・ディスク録画再生機などで省電力型電源用ＩＣが堅調に推移した

ものの、景気後退の影響を受けたインバータ照明市場などの低迷により高耐圧パワーＩＣ需要が減退し、減収

となりました。 

（機器事業） 

機器事業の売上高は、パワーシステム製品、電装製品ともに減少し、84億１百万円（前年同期比28.3％

減）、営業利益は２億10百万円（前年同期比78.9％減）となりました。 

パワーシステム製品は、テスター市場において一部復調の兆しが見られたほか、ＬＥＤ照明用電源など環

境・新エネルギー分野で新たな電源需要を創出いたしました。しかしながら、国内通信市場が一時的に調整局

面に入ったほか、ストレージ装置や成膜装置向け電源の需要が低迷し、全体では減収となりました。 

電装製品は、インドやベトナムなどアジアの一部地域で二輪車需要に底堅さが見られたものの、総じて弱

含みで推移したほか、為替の影響なども加わり、減収となりました。 

（その他事業） 

その他事業は、建設機械市場や自動車市場においてアクチュエータ需要が低迷し、売上高は８億61百万円

（前年同期比40.6％減）、営業利益は７百万円（前年同期比92.0％減）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は831億92百万円（前期末比74億28百万円減）となりました。これは、

主に現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したことやたな卸資産が減少したことなどによるものでありま

す。 

負債は612億90百万円（前期末比55億65百万円減）となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が減少し

たことなどによるものであります。 

純資産は219億１百万円（前期末比18億62百万円減）となり、自己資本比率は25.9％となりました。  

  以上の結果、１株当たり純資産は248円28銭となりました。 

  

  

現時点におきまして、平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想に変更はございません。 

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。 

    

 ① 簡便な会計処理 

・棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行っております。 

・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、かつ、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、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法等を採用しております。 

 ② 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。 

  

・たな卸資産の評価方法の変更  

 従来、提出会社の一部機器部門は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法により算定）を採用しておりましたが、標準化・量産化された製品・仕掛品については、生産管理シ

ステムの見直しに伴い、当第１四半期連結会計期間より総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法により算定）に変更しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

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



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 11,771 14,289

受取手形及び売掛金 14,796 17,098

商品及び製品 4,893 6,583

仕掛品 4,666 4,553

原材料及び貯蔵品 6,590 7,427

繰延税金資産 1,278 1,189

その他 996 2,098

貸倒引当金 △290 △263

流動資産合計 44,703 52,976

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,855 9,769

機械装置及び運搬具（純額） 7,314 7,587

土地 4,867 4,875

その他（純額） 3,507 3,838

有形固定資産合計 25,544 26,071

無形固定資産   

ソフトウエア 470 436

その他 180 209

無形固定資産合計 650 646

投資その他の資産   

投資有価証券 8,798 7,617

繰延税金資産 2,416 2,334

その他 1,174 1,071

貸倒引当金 △94 △96

投資その他の資産合計 12,294 10,926

固定資産合計 38,489 37,644

資産合計 83,192 90,620



（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 9,560 11,764

短期借入金 12,197 11,860

1年内償還予定の社債 2,000 2,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 204 204

未払法人税等 － 28

賞与引当金 － 471

その他 3,963 6,929

流動負債合計 27,925 33,258

固定負債   

社債 8,000 8,000

長期借入金 16,151 16,313

退職給付引当金 7,424 7,421

役員退職慰労引当金 61 59

繰延税金負債 0 0

その他 1,728 1,804

固定負債合計 33,365 33,598

負債合計 61,290 66,856

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,773 14,773

資本剰余金 10,506 13,981

利益剰余金 △2,472 △2,640

自己株式 △104 △103

株主資本合計 22,703 26,010

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △145 △1,237

為替換算調整勘定 △1,026 △1,382

評価・換算差額等合計 △1,172 △2,620

少数株主持分 371 373

純資産合計 21,901 23,764

負債純資産合計 83,192 90,620



(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 23,209 15,338

売上原価 20,087 15,032

売上総利益 3,121 306

販売費及び一般管理費 3,295 2,431

営業損失（△） △173 △2,125

営業外収益   

受取利息 32 12

受取配当金 99 49

為替差益 698 －

持分法による投資利益 － 65

その他 224 174

営業外収益合計 1,055 301

営業外費用   

支払利息 123 180

為替差損 － 41

退職給付会計基準変更時差異の処理額 154 154

その他 97 63

営業外費用合計 374 439

経常利益又は経常損失（△） 507 △2,263

特別利益   

投資有価証券売却益 55 －

関係会社株式売却益 54 －

特別利益合計 109 －

特別損失   

事業構造改善費用 － 1,090

減損損失 － 17

特別損失合計 － 1,107

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

616 △3,371

法人税、住民税及び事業税 232 102

法人税等調整額 270 △169

法人税等合計 503 △66

少数株主利益 18 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 94 △3,306



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

616 △3,371

減価償却費 1,205 1,111

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,008 △471

退職給付引当金の増減額（△は減少） 271 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △508 2

減損損失 － 17

受取利息及び受取配当金 △132 △61

支払利息 123 180

投資有価証券売却損益（△は益） △55 －

関係会社株式売却損益（△は益） △54 －

売上債権の増減額（△は増加） 753 2,582

たな卸資産の増減額（△は増加） 87 2,696

仕入債務の増減額（△は減少） 1,594 △2,812

その他 △1,336 △1,514

小計 1,558 △1,637

利息及び配当金の受取額 140 60

利息の支払額 △78 △146

法人税等の支払額 △318 △185

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,301 △1,907

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社株式の売却による収入 60 －

関係会社出資金の払込による支出 － △97

有形固定資産の取得による支出 △889 △745

有形固定資産の売却による収入 1,515 61

その他 120 △75

投資活動によるキャッシュ・フロー 807 △857

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） △347 115

長期借入れによる収入 － 1,013

長期借入金の返済による支出 △858 △1,035

配当金の支払額 △303 －

少数株主への配当金の支払額 △5 △5

その他 △1 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,515 20

現金及び現金同等物に係る換算差額 △448 228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144 △2,517

現金及び現金同等物の期首残高 8,947 14,243

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,092 11,726



 該当事項はありません。 

  

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） 

  
（注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

 製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性により下記の事業区分に区分しております。 

  
（注２）会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間  

① 棚卸資産の評価に関する会計基準 

当第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）を適用しております。この変更により、従来の方法と比べて、営業損失が「デバイ

ス」で263百万円増加し、営業利益が「機器」で244百万円、「その他」で０百万円それぞれ減少し

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 

当第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。この変更により、従来

の方法と比べて、営業損失が「デバイス」で31百万円増加し、営業利益が「機器」で36百万円、

「その他」で０百万円それぞれ減少しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

  
デバイス 
（百万円） 

機 器
（百万円） 

その他
（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  10,042  11,715  1,451  23,209  －  23,209

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 473  5  －  479  (479)  －

計  10,516  11,721  1,451  23,688  (479)  23,209

営業利益又は営業損失（△）  △351  995  87  731  (905)  △173

  
デバイス 
（百万円） 

機 器
（百万円） 

その他
（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  6,075  8,401  861  15,338  －  15,338

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 194  0  －  195  (195)  －

計  6,269  8,402  861  15,533  (195)  15,338

営業利益又は営業損失（△）  △1,651  210  7  △1,433  (691)  △2,125

事業区分 主要製品名

デバイス 
一般整流ダイオード、ブリッジダイオード、高速整流ダイオード、サイリスタ、ＭＯＳＦＥＴ、 

高耐圧パワーＩＣ、省電力型電源用ＩＣ、ＤＣ／ＤＣコンバータＩＣ 

機器 
通信機器用電源装置、電力集中監視システム、情報機器用電源、成膜装置用電源、インバータ、

車載用電装品、ＤＣ／ＤＣコンバータ 

その他 ソレノイド 



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） 

  
（注１）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)国又は地域の区分の方法 

 地理的近接度により区分しております。 

(2)本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

 ① アジア …… タイ、シンガポール、フィリピン、中華人民共和国、インドネシア 

 ② 北米  …… 米国 

 ③ 欧州  …… 英国 
  

（注２）会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間  

① 棚卸資産の評価に関する会計基準 

当第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）を適用しております。この変更により、従来の方法と比べて、「日本」の営業利益

が507百万円減少しております。 

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 

当第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。この変更により、従来

の方法と比べて、営業利益が、「アジア」で67百万円、「北米」で０百万円それぞれ減少しており

ます。  

  

b．所在地別セグメント情報

  
日 本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
北 米

（百万円）
欧 州

（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  15,851  6,390  562  404  23,209  －  23,209

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,331  5,283  0  －  12,616  (12,616)  －

計  23,183  11,674  563  404  35,826  (12,616)  23,209

営業利益又は営業損失（△）  527  187  0  16  731  (905)  △173

  
日 本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
北 米

（百万円）
欧 州

（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  10,909  3,947  293  187  15,338  －  15,338

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,871  2,315  －  －  6,186  (6,186)  －

計  14,781  6,263  293  187  21,524  (6,186)  15,338

営業利益又は営業損失（△）  △1,756  332  △17  7  △1,433  (691)  △2,125



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） 

  
（注１）海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会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。 

（注２）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)国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

 (2)本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

① アジア …… タイ、シンガポール、フィリピン、中華人民共和国、インドネシア 

② 北米  …… 米国 

③ 欧州  …… 英国 

④ その他 …… ブラジル 

  

   

 該当事項はありません。 

   

c．海外売上高

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,368  820  872  17  10,078

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          23,209

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 36.0  3.5  3.8  0.1  43.4

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,200  526  437  2  7,167

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          15,338

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 40.4  3.4  2.9  0.0  46.7

(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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