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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 15,124 △17.5 △2,110 ― △2,477 ― △2,965 ―
21年3月期第2四半期 18,325 ― △746 ― △900 ― △979 ―

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 △95.80 ―
21年3月期第2四半期 △31.65 ―

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 26,392 1,381 5.2 44.64
21年3月期 29,050 4,195 14.4 135.54

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,381百万円 21年3月期  4,195百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
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  
詳細は、４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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 31,200 △2.5 △2,300 ― △2,900 ― △3,400 ―
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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、５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 
  業績予想につきましては、現時点で把握可能な情報に基づき、合理的と判断した前提により作成しておりますが、多彩なリスクや不確定な要因を含んで
おり、実際の業績等は、記載の内容と異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。 

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 31,577,550株 21年3月期  31,577,550株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  624,067株 21年3月期  623,927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 30,953,512株 21年3月期第2四半期 30,953,765株
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当第2四半期連結累計期間における世界経済は、2008年9月以降の金融危機に端を発した世界同時不況が

続くなか、各国での景気対策が功を奏し、一部には持ち直しの兆しも見られましたが、全体としては依然

厳しい状況が続きました。わが国経済におきましては、電子機器や自動車などの在庫調整が進むとともに

中国向け輸出が回復し、エコカー減税などの景気対策により個人消費が持ち直すなど、最悪期を脱し底入

れの兆しが見えております。しかしながら、回復の足取りは緩やかであり、雇用情勢の悪化や設備投資の

低迷、円高の進行など、依然としてその先行きは不透明な状況にあります。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、中華圏を中心とした海外市場への拡販と、次世代自動車

やクリーンエネルギーなど、環境関連市場の開拓を進める一方、コスト構造のスリム化による損益分岐点

の引き下げに全社を挙げ取り組んでまいりました。 

 当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比17.5%減の151億24百万円となりました。うち、製品

は前年同期比34.2%減の64億92百万円で、2月を底に民生・車載向けは回復傾向を辿りましたが、産業向け

は昨年10月以前の水準を大きく下回る状況が続きました。商品は海外向けの大型液晶パネルが増加し、前

年同期比2.0%増の86億31百万円となりました。 

 民生向けの半導体素子製品は、半導体需要の急速な回復から、薄型テレビやノートパソコンなど主要な

アプリケーションで在庫調整が進展し、2009年3月期下期比で13.8%増と当初の計画を上回る進捗となりま

した。しかし春先以降の受注の急速な立ち上がりに生産体制が追いつかず、前年同期比では27.4%減の48

億58百万円となりました。高周波用整流素子のSBD（ショットキー・バリア・ダイオード）は、中国内需

拡大策の家電下郷効果を背景に、台湾・中華地区の販売強化で液晶テレビ向けなど、デジタル家電向けが

好調な伸びを示しました。また、第1四半期に投入した新製品のアバランシェ保証型SBDが、新型ハイブリ

ッド車のDC-DCコンバータに搭載され、車載向けは前年同期比40.2%増の大きな伸びを示し、今後の需要拡

大が期待されます。太陽電池モジュール向けの新製品薄型パッケージも計画通り好調に推移しました。次

世代の高性能デバイスとして期待されるSiC-SBDは医療機器向けに採用され、太陽光発電用のパワーコン

ディショナーやサーバー電源向けにも拡販を始めました。超高速整流素子のFRED（ファースト・リカバリ

ー・エピタキシャル・ダイオード）は、プラズマテレビ向けの減少が大きく影響しましたが、ハイブリッ

ド車を中心とする車載向けが増加した他、液晶テレビ向けも伸長し、2009年3月期下期にほぼ同じとなり

ました。 

 パワーモジュールなど産業向けの半導体応用製品は、設備投資の抑制による産業機器市場の低迷から、

前年同期比48.4%減の16億34百万円となりました。主力とする汎用インバータや産業用電源・工作機向け

が大きく落ち込んだ他、自動車生産ライン用溶接機などの用途も低調で、当初の計画を10%以上下回る厳

しい進捗となりました。 

 商品は、主力とする液晶関連が、大型液晶テレビやデジカメ用小型液晶向けに前年同期を倍以上上回る

大きな伸びを示しました。一方アミューズメント向けは景気の低迷から前年同期の半分近くにまで減少

し、FA（Factory Automation）向けの半導体や電気部品も低調な推移となりました。 

 損益面におきましては、製品では変動費と固定費の削減を集中的に行ってまいりましたが、売上高の減

少に加え、在庫の評価損が大きく影響し、商品では粗利益率の低下から売上総利益は大きく落ち込みまし

た。前期より実施してきた合理化策を上積みし、さらなる営業経費の圧縮をはかってまいりましたが、売

上総利益の減少が大きくこれを補うまでには至りませんでした。このため営業損益は21億10百万円、経常

損益は24億77百万円、四半期純損益は29億65百万円のいずれも損失となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

・日本 

日本国内の売上高は、世界同時不況に回復の兆しは見えたものの、未だ厳しい状況が続いており、124

億65百万円となり、前年同期を17億15百万円下回りました。営業利益については、産業部門の需要回復が

進まず、11億94百万円減の19億39百万円の損失となりました。 

  

・アジア 

アジア地区の売上高は、価格競争の激化などにより売上高は前年同期比14億86百万円減の26億58百万円
となりました。営業利益については、売上高と同様の要因により前年同期比78百万円減の、１億85百万円
の損失となりました。 

・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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当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末と比べ26億58百万円減少の263億92百

万円となりました。主な増減の内訳は、売上増加に伴い受取手形及び売掛金が５億20百万円増加しました

が、現金及び預金が２億37百万円、在庫削減の努力によりたな卸資産が29億74百万円それぞれ減少してお

ります。  

 負債合計は、前連結会計年度末と比べ１億55百万円増加の250億10百万円となりました。主な増減の内

訳は、短期借入金が48億72百万円増加したことにより、流動負債が41億８百万円増加しました。固定負債

は、社債が18億50百万円、長期借入金が20億20百万円、退職給付引当金が2億63百万円、それぞれ減少し

たことにより、39億54百万円減少しております。 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ28億14百万円減の13億81百万円となりました。主な増減の内訳

は、利益剰余金が29億65百万円減少しております。  

  
  

下半期に向けて当社グループを取り巻く環境は、市況に回復傾向が見られるものの、需要の先食い懸念

や急速に進んだ円高など、先行きは依然として不透明であり、予断を許さない状況にあります。 

 当社グループにおきましては、事業構造改革の一環として、本日発表の「希望退職者募集の結果及びこ

れに伴う特別損失の発生に関するお知らせ」に記載のとおり大規模な人員削減を実施してまいりました。

これらの状況を踏まえ、平成21年5月12日に公表いたしました平成22年3月期の通期連結業績予想を以下の

通り修正いたします。 

  

 
今後とも厳しい環境が続くものと予想されますが、当社グループでは現在策定中の中期経営計画のも

と、事業の構造改革をさらに推進し、業績の早期回復を図ってまいります。 

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

【平成22年3月期・通期連結業績予想】

平成22年3月期 前年同期比 平成21年5月公表
通期連結業績予想 増減率 通期連結業績予想

  売上高 31,200百万円 △2.5% 28,900百万円

  営業損益 △2,300百万円 － △2,400百万円

  経常損益 △2,900百万円 － △2,800百万円

  当期純損益 △3,400百万円 － △3,000百万円
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当該事項はありません。 
  

  

① 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。 

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

を見積り、簿価切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 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降の経営環境等の変化に対

応し、その変化の影響を加味した業績予想およびタックス・スケジューリングにより判断しておりま

す。なお、当社及び連結子会社の繰延税金資産の回収対象期間並びに回収可能性については、慎重に

検討した結果、評価性引当金を計上しております。 

  

該当事項はありません。 

  

 当社グループは、前連結会計年度には世界金融危機を契機とした急激な売上高の減少、親機器メー

カーの在庫調整による工場の操業度低下、株価下落による有価証券評価損、繰延税金資産の取崩し等

から56億14百万円の純損失を計上しました。当第２四半期連結累計期間におきましても、商品売上の

増加はあるものの、産業製品売上の回復の遅れと在庫に係る費用、希望退職の実施に伴う費用等を計

上したことから四半期純損失となりました。当該状況により当第２四半期連結会計期間末において、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象が存在し、厳しい経営環境は今後も継続すると

考えられます。しかしながら、収益並びにキャッシュ・フローを改善するための以下の諸施策を着実

に実行することにより、事業の継続に重要な不確実性はないものと考えております。 

１. 収益構造の改革 

① 成長市場への集中と新製品の拡販 

台湾・中華圏での拡販に集中するとともに、次世代自動車（ハイブリッド車・電気自動車）、クリ

ーンエネルギー（太陽光発電・燃料電池）、汎用インバータ、LED照明など、環境関連市場に焦点を

絞り、新製品の投入を加速してまいります。売上の柱になりつつある太陽光発電向けの薄型パッケー

ジに加え、前連結会計年度に開発を完了したハイブリッド車向けのアバランシェ保証型SBDやアルミ

フィン一体型モジュール、次世代のエコデバイスといわれるSiC-SBDなど、高付加価値をもたらす新

製品の売上比率を高め、セールスミックスの改善で収益性を高めてまいります。 

② 変動費の削減 

海外サプライヤーからの調達による部材コストの引き下げ、工程改善による部材使用量の削減と不

良率の低減、不採算製品の整理など、組織横断的な体制を敷き、全社を挙げて材料費の削減に取り組

んでまいります。 

③ 固定費の削減 

前連結会計年度は、年後半からの急激な市況の悪化に対応すべく、人件費と経費の圧縮、設備投資

の抑制など固定費の削減を集中的に進め、損益分岐点の引き下げに取り組んでまいりました。 

 当連結会計年度も引き続き、生産拠点の集中化、組織のスリム化を進めると同時に、希望退職の実

施などにより総人件費の圧縮に取り組んでおります。経費につきましても、基幹情報システムのも

と、業務の効率化による徹底した無駄の排除で総経費の削減を進めてまいります。 

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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２.キャッシュ・フローの確保 

基幹情報システムの活用で、生販の連携を推進するとともに、工程進捗管理の精度向上、リードタ

イムの短縮を進め、棚卸資産の圧縮による営業キャッシュ・フローの黒字化をはかってまいります。

また、コミットメントライン契約の期日が平成21年12月に到来いたしますが、主力金融機関と協議を

進めており、運転資金及び債務の返済資金について支援を受けられるものと考えております。 

  

※文中の将来に関する事項は、決算短信提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。 
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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 1,849 2,086

受取手形及び売掛金 7,172 6,652

商品及び製品 3,137 5,101

仕掛品 2,607 3,110

原材料及び貯蔵品 1,399 1,906

繰延税金資産 3 3

その他 332 543

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 16,498 19,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,594 3,724

機械装置及び運搬具（純額） 1,233 1,452

土地 1,348 1,348

リース資産（純額） 1,400 1,328

建設仮勘定 34 54

その他（純額） 152 155

有形固定資産合計 7,763 8,064

無形固定資産 54 63

投資その他の資産   

投資有価証券 1,397 1,050

長期前払費用 102 104

繰延税金資産 9 49

その他 555 272

貸倒引当金 △25 △1

投資その他の資産合計 2,039 1,475

固定資産合計 9,857 9,603

繰延資産 36 47

資産合計 26,392 29,050
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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 4,656 5,052

短期借入金 10,360 5,488

1年内償還予定の社債 2,450 3,350

リース債務 229 200

未払法人税等 26 30

未払金 643 166

未払費用 426 384

賞与引当金 168 183

その他 55 53

流動負債合計 19,017 14,909

固定負債   

社債 3,000 4,850

長期借入金 840 2,860

繰延税金負債 159 －

リース債務 1,203 1,149

退職給付引当金 609 872

その他 180 213

固定負債合計 5,992 9,946

負債合計 25,010 24,855

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,041 4,041

資本剰余金 4,077 4,077

利益剰余金 △6,035 △3,070

自己株式 △508 △508

株主資本合計 1,574 4,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 233 26

為替換算調整勘定 △425 △371

評価・換算差額等合計 △192 △344

純資産合計 1,381 4,195

負債純資産合計 26,392 29,050
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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 18,325 15,124

売上原価 16,441 15,039

売上総利益 1,883 84

販売費及び一般管理費 2,630 2,194

営業損失（△） △746 △2,110

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 21 11

為替差益 49 －

物品売却益 41 23

雑収入 37 31

営業外収益合計 151 67

営業外費用   

支払利息 154 175

為替差損 － 143

長期前払費用償却 66 －

社債発行費償却 11 10

たな卸資産廃棄損 39 2

雑支出 34 103

営業外費用合計 306 434

経常損失（△） △900 △2,477

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 32

貸倒引当金戻入額 2 －

前期損益修正益 － 5

特別利益合計 2 38

特別損失   

固定資産除却損 68 3

固定資産整理損 － 40

早期割増退職金 － 292

退職給付費用 － 85

再就職支援費用 － 25

特別損失合計 68 448

税金等調整前四半期純損失（△） △966 △2,887

法人税等 12 77

四半期純損失（△） △979 △2,965
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(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（△） △966 △2,887

減価償却費 749 575

繰延資産償却額 90 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △153 △259

受取利息及び受取配当金 △23 △13

支払利息 154 175

為替差損益（△は益） 11 △24

有形固定資産除却損 68 3

売上債権の増減額（△は増加） △248 △599

たな卸資産の増減額（△は増加） △40 2,949

仕入債務の増減額（△は減少） △286 △295

未収入金の増減額（△は増加） 750 311

未払費用の増減額（△は減少） △74 44

賞与引当金の増減額（△は減少） △40 △13

その他 △56 130

小計 △67 136

利息及び配当金の受取額 23 13

利息の支払額 △155 △189

法人税等の支払額 △8 △24

営業活動によるキャッシュ・フロー △207 △64

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 △345 △155

貸付けによる支出 △4 △0

貸付金の回収による収入 2 1

その他 △5 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △353 △143

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） △80 3,001

長期借入金の返済による支出 △170 △120

社債の償還による支出 △250 △2,750

セール・アンド・リースバックによる収入 1,483 －

配当金の支払額 △62 △0

その他 △61 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー 859 19

現金及び現金同等物に係る換算差額 25 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 323 △236

現金及び現金同等物の期首残高 2,051 1,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,374 1,749
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当該事項はありません。 

  

【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) 

当社連結グループはパワー半導体の専業メーカーとして、SBD、FREDをはじめとするダイオード並び

にモジュール製品の製造、販売、開発に携わっており、その製品は情報および民生機器、自動車電装

品、各種産業機器等に幅広く使われております。 

 しかし、販売市場は多岐に亘るうえ、各市場で使用する製品は相互に類似、重複しております。ま

た、製品の種類、性質、製造方法からみて、単一の事業区分と認識するほうが経営の実態を適切に反映

できるものと考え、事業の種類別セグメント情報は単一といたしました。 

  

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) 

当社連結グループはパワー半導体の専業メーカーとして、SBD、FREDをはじめとするダイオード並び

にモジュール製品の製造、販売、開発に携わっております。また、大手仕入先より購入した液晶・半導

体・電気部品等を単品またはカスタム化し販売することで、技術商社としての事業を展開しておりま

す。これら製商品は情報および民生機器、自動車電装品、各種産業機器等に幅広く使われており、その

販売市場は多岐にわたり、各市場で使用する製商品は相互に類似、重複しております。加えて、製商品

の種類、性質、製造方法からみても、単一の事業区分と認識するほうが経営の実態を適切に反映できる

ものと考え、事業の種類別セグメント情報は単一といたしました。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報
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【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 

    アジア：台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

  

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 

    アジア：台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

  

日本 
(百万円)

アジア
(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

14,180 4,144 18,325 ― 18,325

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

553 663 1,217 △ 1,217 ―

計 14,733 4,807 19,542 △ 1,217 18,325

営業利益又は営業損失(△) △ 745 △ 107 △ 853 107 △ 746

日本 
(百万円)

 アジア
(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

12,465 2,658 15,124 ― 15,124

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,676 768 2,444 △ 2,444 ―

計 14,142 3,426 17,569 △ 2,444 15,124

営業利益又は営業損失(△) △ 1,939 △ 185 △ 2,124 13 △ 2,110
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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 

アジア  ：中国、韓国、シンガポール、台湾 

北米   ：米国、カナダ 

ヨーロッパ：フィンランド、エストニア 

  

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 

アジア  ：中国、韓国、シンガポール、台湾 

北米   ：米国、メキシコ 

ヨーロッパ：スウェーデン、スロバキア 

  

該当事項はありません。 

  

  

【海外売上高】

アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,768 50 34 5,853

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 18,325

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

31.5 0.3 0.1 31.9

アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,650 22 6 3,680

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 15,124

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.2 0.1 0.0 24.3

(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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当第２四半期連結累計期間における生産実績を製品群別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における商品仕入実績を製品群別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、仕入価額によっております。 

２ 上記の金額には、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

区分 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

半導体素子製品 4,037 △ 40.6

半導体応用製品 1,619 △44.8

合計 5,656 △ 41.9

(2) 商品仕入実績

区分 仕入高(百万円) 前年同四半期比(％)

オプト 4,573 49.8

IC 637 △ 60.9

ユニット 666 △ 13.7

発振子 379 △ 40.6

その他 1,000 △ 30.2

合計 7,257 △ 3.6
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当第２四半期連結累計期間における受注実績を製品群別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における販売実績を製品群別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

 ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

(3) 受注実績

区分
受注高 
(百万円)

前年同四半期比
(％)

受注残高
（百万円）

前年同四半期比 
(％)

半導体素子製品 5,236 △ 25.7 1,595 7.5

半導体応用製品 1,743 △ 44.4 675 △ 38.8

製品計 6,979 △ 31.4 2,271 △ 12.2

商品計 9,757 28.7 3,085 66.7

合計 16,737 △ 5.8 5,356 20.7

(4) 販売実績

区分 販売高（百万円） 前年同四半期比(％)

半導体素子製品 4,858 △ 27.4

半導体応用製品 1,634 △ 48.4

製品計 6,492 △ 34.2

商品計 8,631 2.0

合計 15,124 △ 17.5
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