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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 50,494 △32.6 525 △82.6 757 △74.5 483 △72.7
21年3月期第2四半期 74,862 ― 3,016 ― 2,967 ― 1,771 ―

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2四半期 5.33 ―
21年3月期第2四半期 19.42 ―

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

22年3月期第2四半期 100,133 55,760 55.6 614.35
21年3月期 94,254 56,409 59.8 621.53

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  55,689百万円 21年3月期  56,343百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00
22年3月期 ― 3.00
22年3月期 

（予想）
― 3.00 6.00

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 105,000 △14.6 2,800 ― 2,500 ― 1,600 ― 17.65
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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）  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） 

(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、予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 

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2四半期 92,302,608株 21年3月期  92,302,608株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,655,080株 21年3月期  1,649,426株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 90,651,104株 21年3月期第2四半期 91,190,029株
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当第２四半期累計期間の世界経済は、在庫調整の一巡による生産の回復並びに日本・米国・欧州におけるエ

コカー減税等の個人消費刺激策、中国・米国での大型公共投資等の経済対策や金融緩和策が政府主導で実施さ

れたことから当初想定よりやや好調に推移しました。 

一方、当社グループの関連するエレクトロニクス市場は、中国等のアジア市場の立上がりに牽引され、携帯

機器、パソコン、薄型ＴＶ、自動車の一部で期初から需要の盛り上がりを見せておりますが、国内市場は依然

として厳しい事業環境下にあり、本格的な景気回復にはしばらく時間がかかるものと思われます。 

このような状況の中で当社グループは、積極的なグローバルマーケティングと新製品開発活動を展開し、受

注・売上の確保に努めるとともに、内製化の取組み強化によるコストダウンの推進及び前年下期以降実施して

おります緊急対策の継続による設備投資の抑制、諸経費の削減と効率化を図り業績の向上に努めました。 

この結果、当第２四半期累計期間の連結業績は、売上高は前年同期比67％の504億94百万円と依然厳しい事業

環境下にありましたが、利益面では原価改善に鋭意努めたことから営業利益は5億25百万円（前年同期比

17％）、経常利益は、7億57百万円（前年同期比26％）、四半期純利益4億83百万円（前年同期比27％）といず

れも黒字転換することができました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産は、棚卸資産の圧縮及び設備投資の抑制、効率化に努めましたが、売上回復に

よる売上債権の増加やこれまで進めていた弘前航空電子㈱の新工場棟完成による有形固定資産の増加等に

より、前期末に比べ58億78百万円増加の1,001億33百万円となりました。 

負債の部は、生産回復による材料等の仕入増による買入債務の増加や設備資金の調達による借入金の増

加により前期末に比べ65億27百万円増加の443億72百万円となりました。 

純資産の部は、四半期純利益の計上に対し、配当金の支払い並びに円高による海外投資資産等の目減り

により前期末比6億48百万円減少の557億60百万円となりました。この結果、当第２四半期末の自己資本比

率は前期末に比べ4.2％減少の55.6％となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加によるマイナス要因は

ありましたが、利益、減価償却費による内部留保の確保と仕入債務の増加等により72億41百万円のプラス

となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、弘前航空電子㈱新工場棟完成や主として新製品生

産用設備の取得による支出により80億76百万円のマイナスとなり、差引フリー・キャッシュ・フローは8億

35百万円のマイナス（前年同四半期は21億33百万円のマイナス）となりました。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主として設備資金の調達による借入金の増加により10億

53百万円のプラスとなりました。この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は140億90百万円と

なりました。 

  

平成22年３月期通期業績予想数値について、当第２四半期累計期間の連結業績及び第３四半期以降の事業環

境を踏まえ、平成21年4月30日に公表いたしました連結通期業績予想を修正しております。詳細については、

本日公表の「平成22年３月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

・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 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の評価に当たっては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚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、棚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な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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産及び負債については、前期末に計上した繰延税金資産、負債の回収見込額を前連結会計

年度末以降の経営環境や一時差異等の発生状況を勘案した上で計上しております。 
  

③ 税金費用の計算方法 

当四半期連結累計期間を含む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しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

  

 （四半期連結貸借対照表） 

前第２四半期末において、区分掲記していた固定負債「繰延税金負債」は、負債純資産合計の100分の

10以下のため、当第２四半期末では、固定負債「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第２四半期末の固定負債「その他」に含めた「繰延税金負債」は9百万円であります。 
  

  
  

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
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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） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）及び 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30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） 

前第２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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２四半期連結累計期間の「日本」における営業利益が182百万円減少し

ております。 

４ 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と比べ、「日本」における営業利益が237百万円減少しております。 

  

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 
    至 平成20年９月30日）

（自 平成21年４月１日  
    至 平成21年９月30日）

現金及び預金 12,038百万円 11,090百万円

有価証券（国内譲渡性預金） 5,650百万円 3,000百万円

現金及び現金同等物 17,688百万円 14,090百万円

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 北米 アジア 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 45,792 4,919 24,150 74,862 ─ 74,862

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

14,695 398 7,305 22,399 (22,399) ─

計 60,487 5,318 31,455 97,261 (22,399) 74,862

営業利益又は営業損失（△） 4,145 △243 621 4,523 (1,506) 3,016
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当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 

  

（海外売上高） 

前第２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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 本邦以外の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 

３ 海外売上高は、当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。 

  
当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 本邦以外の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 

３ 海外売上高は、当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。 

  

 該当事項はありません。 

  

日本 北米 アジア 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 30,294 2,993 17,205 50,494 ─ 50,494

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

8,541 416 4,642 13,600 (13,600) ─

計 38,835 3,410 21,848 64,094 (13,600) 50,494

営業利益又は営業損失（△） 691 △0 1,231 1,922 (1,397) 525

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 5,193 27,064 4,045 36,303

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 74,862

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合 （％）
6.9 36.2 5.4 48.5

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 2,981 21,106 2,074 26,162

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 50,494

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合 （％）
5.9 41.8 4.1 51.8

(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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製品別販売状況（連結） 

 
  

６. その他の情報

当第２四半期 前第２四半期 前期

（21.4.1～21.9.30） （20.4.1～20.9.30） （20.4.1～21.3.31）

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 39,447 68.9 57,256 95.6 92,389 77.0 

インターフェース・ソリューション機器 

及び同関連製品
5,930 69.9 8,483 97.9 14,138 79.5 

航空・宇宙用電子機器及び同応用製品 4,729 60.2 7,853 107.6 14,463 92.8 

その他の製品 387 30.5 1,267 89.2 2,017 70.5 

連結売上高 50,494 67.4 74,862 96.8 123,009 78.8 
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