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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 168,830 △27.5 8,424 △40.4 7,620 △47.3 4,895 △45.8

21年3月期第2四半期 232,904 ― 14,135 ― 14,461 ― 9,028 ―

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 71.85 65.92
21年3月期第2四半期 132.50 114.27

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 184,946 100,226 54.2 1,470.45
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2四半期  100,189百万円 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

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 15.00

22年3月期 
（予想）

― 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 320,000 △29.5 11,600 △53.8 11,000 △57.7 6,000 △56.8 88.06



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 

 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2四半期 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2四半期  4,574,755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2四半期 68,135,604株 21年3月期第2四半期 68,139,091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２四半期連結累計期間（平成21年４月～平成21年９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、中国、インドなどの新興国では景気刺激策の効果により成長率が高まっているものの、米

国、欧州、日本などの先進国では、景気は本格的な回復にはいたらず、引き続き厳しい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、電子化が進む自動車・車載電装関連市場等へ重点的

な取り組みを図りました。しかしながら、これら主要電子機器向けの電子部品の需要につきましては、完成品メーカ

ーの在庫調整は一段落したものの、本格的な回復にはいたらず、いずれも厳しい推移となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、1,688億30百万円（前年同期比27.5％減）、営業利益

は84億24百万円（前年同期比40.4％減）、経常利益は76億20百万円（前年同期比47.3％減）、四半期純利益は48億95

百万円（前年同期比45.8％減）となりました。  

  

 当第２四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、1,482億56百万円（前年同期比24.3％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、131億91百万円（前年同期

比46.7％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、42億40百万円（前年同期比37.9％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、31億42百万円（前年同期比

42.6％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２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少等により前連結会計年度末比207億28百万円

減の1,849億46百万円となりました。又、負債につきましては、短期借入金及び未払法人税等の減少等により前連結

会計年度末比251億35百万円減の847億20百万円となりました。 

 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44億７百万円増の1,002億26百万円と

なり、自己資本比率は54.2％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、当第２四半期連結累計期間までの業績は計画どおり進んでおりますが、当下半期

につきましては、電子部品全般における需要の回復遅れや売価値下がり、及び為替レートの円高推移のため、平成21

年８月７日に公表いたしました通期の連結業績予想を下記のとおり見直しております。 

〈連結通期業績見通し〉 

    売上高         3,200億円  （前期比29.5％減） 

    営業利益         116億円  （前期比53.8％減） 

    経常利益         110億円  （前期比57.7％減） 

    当期純利益          60億円  （前期比56.8％減） 

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＝90円を前提としております。 

〈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。 

  



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 27,592 30,215

受取手形及び売掛金 75,824 97,542

有価証券 10,250 －

商品及び製品 6,896 12,050

仕掛品 3,887 3,417

原材料及び貯蔵品 21,653 21,147

その他 14,838 16,724

貸倒引当金 △129 △147

流動資産合計 160,812 180,950

固定資産   

有形固定資産 17,133 18,073

無形固定資産 342 424

投資その他の資産   

投資有価証券 4,213 3,335

その他 2,552 2,998

貸倒引当金 △108 △108

投資その他の資産合計 6,657 6,225

固定資産合計 24,133 24,723

資産合計 184,946 205,674



（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 54,184 57,154

短期借入金 5,160 21,769

未払法人税等 2,399 6,441

その他 5,255 6,473

流動負債合計 67,000 91,838

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 10,030 10,034

長期借入金 19 72

退職給付引当金 6,650 6,882

その他 1,019 1,026

固定負債合計 17,719 18,016

負債合計 84,720 109,855

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 75,322 71,449

自己株式 △5,611 △5,610

株主資本合計 102,968 99,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 768 262

為替換算調整勘定 △3,547 △3,575

評価・換算差額等合計 △2,778 △3,312

新株予約権 36 34

純資産合計 100,226 95,818

負債純資産合計 184,946 205,674



（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 232,904 168,830

売上原価 211,574 154,311

売上総利益 21,330 14,518

販売費及び一般管理費 7,194 6,093

営業利益 14,135 8,424

営業外収益   

受取利息 115 29

受取配当金 82 36

為替差益 146 －

持分法による投資利益 0 0

その他 122 121

営業外収益合計 467 187

営業外費用   

支払利息 125 105

為替差損 － 882

その他 16 3

営業外費用合計 141 991

経常利益 14,461 7,620

特別利益   

固定資産売却益 4 2

貸倒引当金戻入額 － 13

投資有価証券売却益 30 －

その他 2 4

特別利益合計 38 20

特別損失   

固定資産除売却損 17 12

投資有価証券評価損 538 18

その他 0 0

特別損失合計 556 31

税金等調整前四半期純利益 13,943 7,609

法人税、住民税及び事業税 4,983 2,497

法人税等調整額 △68 217

法人税等合計 4,915 2,714

四半期純利益 9,028 4,895



 （３）継続企業の前提に関する注記  

  該当事項はありません。 

  

 （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。 

  

  

  

  

６．その他の情報 

  製品部門別販売実績  

  

  

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 

製品部門別 金額（百万円） 構成比 

機構部品 148,256 87.8%

音響部品 13,191 7.8%

液晶表示素子 4,240 2.5%

複合部品その他 3,142 1.9%

合  計 168,830 100.0%
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