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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 15,951 △35.8 △1,797 ― △2,004 ― △2,053 ―

21年3月期第2四半期 24,837 ― △94 ― △245 ― △266 ―

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 △29,767.32 ―

21年3月期第2四半期 △3,850.82 ―

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 24,696 861 3.5 △31,002.10

21年3月期 25,303 1,172 4.6 2,494.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  861百万円 21年3月期  1,172百万円

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  

※上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当の状況については、3
ペ－ジ「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

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 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 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 34,500 △18.9 △2,100 ― △2,400 ― △2,400 ― △34,786.64
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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、6ページ「定性的情報・財務諸表等」「4.その他」をご覧下さい。 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、6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 無

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 69,269株 21年3月期  69,269株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  277株 21年3月期  277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 68,992株 21年3月期第2四半期 69,201株
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普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりで

す。 

 
  

 
  

種類株式の配当の状況

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

第１種優先株式

21年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年３月期 ― ―

22年３月期(予想) ― 0.00 0.00

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

第２種優先株式

21年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年３月期 ― ―

22年３月期(予想) ― 0.00 0.00
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、景気対策や在庫調整の進展により、 悪期を

脱しつつあるものの、依然として本格的な回復への道筋が見えない厳しい状態が続いております。 

当社グループが属する電子部品業界におきましても、お客様における在庫調整が進んだのに加え、一連

の景気対策効果により車載用で所要増がみられるものの、産業機器用の需要が低迷しており、依然として

厳しい環境が続いております。 

このような厳しい経営環境のもと、お客様起点に立ったソリューションビジネスによる拡販に努めた結

果、受注高につきましては、リレーを中心としてお客様での在庫調整が進んだこともあり前年第２四半期

累計期間比の約7割超まで回復しておりますが、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は15,951百万円

(前年同期比35.8％減)となりました。 

  

（リレー部門） 

車載・産業機器市場で一部所要増があるものの、未だ本格的な回復には至らず売上高は5,045百万円(前

年同期比40.4％減)となりました。 

（コネクタ部門） 

主力市場であります情報ネットワーク機器市場及び産業機器市場の落ち込みにより売上高は1,272百万

円(前年同期比53.2％減)となりました。 

（入出力デバイス部門） 

車載・決済端末市場の低迷によるタッチパネルの減、ノートパソコン用キーボードの減等により売上高

は8,204百万円(前年同期比24.6％減)となりました。 

（その他部門） 

車載市場の低迷によるコントロール基板の大幅減により売上高は1,429百万円(前年同期比48.4％減)と

なりました。 

  

損益面につきましては、３月27日に公表しました事業再生計画を元に、リレー事業体制の再編、人員の

スリム化及び徹底的なコスト削減を進めております。事業再編や徹底的なコスト削減の効果による固定費

削減に努めたものの、売上高の減少による影響が大きく、第２四半期累計期間の営業損失は1,797百万円

(前年同期は営業損失94百万円)、経常損失は2,004百万円(前年同期は経常損失245百万円)、当期純損失は

2,053百万円(前年同期は当期純損失266百万円)となりました。 

  

【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
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[所在地別の業績] 

1. 日本 

国内は、車載・産業機器市場の低迷により、売上高は9,876百万円(前年同期比33.6％減)となりまし

た。営業損益は、主に需要低迷に伴う未稼働ロスの増の影響で1,413百万円の営業損失(前年同期は営業損

失138百万円)となりました。 

2. アジア 

アジアは、中国市場を中心とした通信・産業機器向けリレーの需要低迷、民生・産業機器向けタッチパ

ネルの所要減、ノートパソコン用キーボードの所要減等により売上高は3,236百万円(前年同期比34.5％

減)、280百万円の営業損失(前年同期は営業利益80百万円)となりました。 

3. 北米 

北米は、車載向けリレーや情報ネットワーク機器向けコネクタ、サーマルプリンタの所要低迷により売

上高は1,007百万円(前年同期比43.0％減)、66百万円の営業損失(前年同期は営業利益12百万円)となりま

した。 

4. ヨーロッパ 

ヨーロッパは、車載向けリレーの需要低迷により売上高は1,831百万円(前年同期比43.9％減)、42百万

円の営業損失(前年同期は営業損失54百万円)となりました。 

  

また、海外売上高は北米、ヨーロッパ、アジア全域での需要低迷により6,586百万円(前年同期比37.3％

減)となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は24,696百万円となり、前連結会計年度末に比べ606百万円減少

いたしました。流動資産は11,800百万円となり、前連結会計年度末に比べ0百万円増加いたしました。主

な要因は、現金及び預金の増加(264百万円)、受取手形及び売掛金の減少(52百万円)、商品及び製品の減

少(206百万円)等によるものであります。有形固定資産は11,582百万円となり、前連結会計年度末に比べ

489百万円減少いたしました。主な要因は、減価償却費が取得額を上回ったことによるものであります。

無形固定資産は721百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少いたしました。投資その他の資

産は592百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少いたしました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は23,835百万円となり、前連結会計年度末に比べ295百万円減

少いたしました。流動負債は16,628百万円となり、前連結会計年度末に比べ349百万円減少いたしまし

た。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加(811百万円)、短期借入金の減少(1,163百万円)によるもので

あります。固定負債は7,207百万円となり、前連結会計年度末に比べ54百万円増加いたしました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は861百万円となり、前連結会計年度末に比べ310百万円減少

いたしました。主な要因は第三者割当増資(第２種優先株式)に伴う資本金の増加(1,000百万円)、及び資

本剰余金の増加(1,000百万円)、当第２四半期純損失(2,053百万円)、為替換算調整勘定の減少(257百万

円)によるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ264百万円増加

の1,708百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは328百万円(前年同期比83百万円の減)の収入となりました。税金

等調整前四半期純損失2,041百万円の計上、減価償却費1,071百万円の計上、仕入債務の増加1,146百万円

等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは694百万円(前年同期比169百万円の減)の支出となりました。主に

有形固定資産の取得による支出716百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは691百万円(前年同期比686百万円の増)の収入となりました。主に

第三者割当増資(第２種優先株式)による増加2,000百万円、短期借入金の返済による減少1,155百万円によ

るものであります。 

  

  
第２四半期の業績を勘案し、平成21年７月30日に公表いたしました平成22年３月期（平成21年４月１日

～平成22年３月31日）の業績予想を修正いたしました。詳細は本日公表の「平成22年3月期 特別損失の

計上(個別)及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

該当事項はありません。 

  

1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

2. 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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て合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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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(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

平成21年４月30日公表の平成21年３月期決算短信「1. 経営成績」「(5) 継続企業の前提に関する重要

事象等」に記載しました事業再生計画のうち、①経営リソースの集中、②リレー事業体制の再編、③徹底

的なコスト削減につきましては概ね計画通りです。 

事業再生計画のうち、④富士通株式会社への優先株式の引受けの申し入れにつきましては、平成21年６

月29日に富士通株式会社より20億円の払い込みを受け、増資が完了しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,708 1,444

受取手形及び売掛金 6,817 6,870

商品及び製品 2,163 2,370

仕掛品 296 304

原材料及び貯蔵品 668 698

その他 377 349

貸倒引当金 △233 △238

流動資産合計 11,800 11,799

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,661 2,704

機械装置及び運搬具（純額） 3,313 3,649

工具、器具及び備品（純額） 1,155 1,214

土地 3,957 3,957

建設仮勘定 494 545

有形固定資産合計 11,582 12,071

無形固定資産 721 780

投資その他の資産   

その他 673 737

貸倒引当金 △80 △85

投資その他の資産合計 592 651

固定資産合計 12,896 13,503

資産合計 24,696 25,303
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,888 6,077

短期借入金 7,171 8,334

事業構造改善引当金 448 532

その他 2,119 2,034

流動負債合計 16,628 16,978

固定負債   

長期借入金 3,008 3,009

退職給付引当金 2,908 2,733

役員退職慰労引当金 196 199

その他 1,094 1,211

固定負債合計 7,207 7,152

負債合計 23,835 24,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,764 5,764

資本剰余金 6,680 5,680

利益剰余金 △12,083 △10,030

自己株式 △25 △25

株主資本合計 1,335 1,389

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 778 778

為替換算調整勘定 △1,253 △995

評価・換算差額等合計 △474 △217

純資産合計 861 1,172

負債純資産合計 24,696 25,303
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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) 

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) 

売上高 24,837 15,951

売上原価 19,514 13,535

売上総利益 5,322 2,416

販売費及び一般管理費 5,416 4,214

営業損失（△） △94 △1,797

営業外収益   

受取ロイヤリティー 61 30

持分法による投資利益 48 2

助成金収入 － 53

その他 54 74

営業外収益合計 165 160

営業外費用   

支払利息 74 91

為替差損 43 106

退職給付会計基準変更時差異の処理額 115 115

その他 83 52

営業外費用合計 316 366

経常損失（△） △245 △2,004

特別利益   

投資有価証券売却益 42 －

特別利益合計 42 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 36

特別損失合計 － 36

税金等調整前四半期純損失（△） △202 △2,041

法人税、住民税及び事業税 71 11

法人税等調整額 △7 0

法人税等合計 63 12

四半期純損失（△） △266 △2,053

富士通コンポーネント㈱　(6719)　平成22年3月期　第2四半期決算短信

－10－



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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) 

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) 

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損失（△） △202 △2,041

減価償却費 1,393 1,071

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △6

受取利息及び受取配当金 △12 －

支払利息 74 91

持分法による投資損益（△は益） △48 △2

売上債権の増減額（△は増加） 373 △215

たな卸資産の増減額（△は増加） △580 145

仕入債務の増減額（△は減少） △159 1,146

投資有価証券売却損益（△は益） △42 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 175

投資有価証券評価損益（△は益） － 36

その他の流動資産の増減額（△は増加） △102 △81

その他の流動負債の増減額（△は減少） △144 263

その他の固定負債の増減額（△は減少） △92 △116

その他 7 6

小計 515 465

利息及び配当金の受取額 12 －

利息の支払額 △74 △95

法人税等の支払額 △44 △41

法人税等の還付額 2 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 411 328

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △940 △716

有形固定資産の売却による収入 102 39

投資有価証券の売却による収入 54 42

無形固定資産の取得による支出 △77 △64

その他 △2 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △863 △694

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △46 △2

株式の発行による収入 － 2,000

自己株式の取得による支出 △1,016 －

配当金の支払額 △111 －

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,350 △1,155

リース債務の返済による支出 △171 △151

財務活動によるキャッシュ・フロー 4 691

現金及び現金同等物に係る換算差額 41 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405 264

現金及び現金同等物の期首残高 1,792 1,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,386 1,708
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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） 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【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、当第２四半期連結累計期間のいずれにおいても、当社グループは、リレ

ー、コネクタ、入出力デバイス等の分野において、部品及び電子応用の機器を生産販売するエレクトロ

ニクスメーカーとして、単一の事業活動を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項

はありません。 

  

【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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア………中国・マレーシア・シンガポール・タイ・台湾 

(2) 北米…………アメリカ 

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ 

   ３ 会計処理の方法の変更 

  (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) 

   「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」１に記載のとおり、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」（企業会計基準

委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用しております。これによるセグメント情報に与え

る影響は軽微であります。 

  

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) アジア………中国・マレーシア・シンガポール・タイ・台湾 

(2) 北米…………アメリカ 

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ 

  

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(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

14,867 4,937 1,767 3,264 24,837 ― 24,837

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

8,646 3,692 215 220 12,775 ( 12,775) ―

計 23,514 8,629 1,982 3,485 37,612 ( 12,775) 24,837

営業利益又は営業損失(△) △138 80 12 △54 △100 6 △94

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(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

9,876 3,236 1,007 1,831 15,951 ― 15,951

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,757 2,249 111 17 7,135 (  7,135) ―

計 14,634 5,485 1,118 1,848 23,087 (  7,135) 15,951

営業損失(△) △1,413 △280 △66 △42 △1,802 4 △1,797
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【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) アジア………中国・台湾・韓国・インド・マレーシア・シンガポール・タイ 

(2) 北米…………アメリカ・カナダ 

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ 

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) アジア………中国・台湾・韓国・インド・マレーシア・シンガポール・タイ 

(2) 北米…………アメリカ・カナダ 

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ 

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) 

(単位：百万円) 

 
※ 平成21年６月29日付で、富士通株式会社を割当先とする第三者割当増資による第２種優先株式の発行に伴い、総

額2,000百万円の払込みを受けました。 

  

アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,530 1,729 3,245 10,505

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 24,837

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.2 7.0 13.1 42.3

アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,990 975 1,620 6,586

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 15,951

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.0 6.1 10.2 41.3

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 5,764 5,680 △10,030 △25 1,389

当第２四半期連結会計期間末までの 
変動額

 四半期純損失(△) ― ― △2,053 ― △2,053

 増資 ※ 1,000 1,000 ― ― 2,000

当第２四半期連結会計期間末までの 
変動額合計

1,000 1,000 △2,053 ― △53

当第２四半期連結会計期間末残高 6,764 6,680 △12,083 △25 1,335
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受注及び販売の状況 

(1) 受注高 

(単位:百万円)

 
  

(2) 売上高 

(単位:百万円)

 
  

(3)受注残高 

(単位:百万円)

 
(注) 受注高、売上高については期中平均相場により円貨に換算し、受注残高については連結決算日の直物相場によ

り円貨に換算しております。 

6. その他の情報

事業部門
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)

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)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リレー部門 6,146 8,259 12,099

コネクタ部門 1,318 2,694 3,940

入出力デバイス部門 8,670 10,991 19,249

その他 1,551 2,527 4,138

合計 17,687 24,473 39,428

（うち輸出） 7,444 10,784 16,380

比率 (42.1％) (44.1％) (41.5％)

事業部門
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)

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)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リレー部門 5,045 8,461 13,694

コネクタ部門 1,272 2,720 4,340

入出力デバイス部門 8,204 10,883 20,037

その他 1,429 2,771 4,454

合計 15,951 24,837 42,526

（うち輸出） 6,586 10,505 17,721

比率 (41.3％) (42.3％) (41.7％)

事業部門
当第２四半期連結会計期間末

(平成21年９月30日)
前第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)
前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

リレー部門 2,905 3,518 1,876

コネクタ部門 504 834 443

入出力デバイス部門 4,763 5,611 4,347

その他 617 561 489

合計 8,791 10,526 7,155

（うち輸出） 3,945 5,151 3,301

比率 (44.9％) (48.9％) (46.1％)
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