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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 7,156 △32.3 △450 ― △334 ― △357 ―

21年3月期第2四半期 10,564 ― △221 ― △141 ― △375 ―

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 △7.35 ―

21年3月期第2四半期 △7.74 ―

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 25,428 21,869 84.5 441.94
21年3月期 25,833 22,048 83.6 445.02

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  21,482百万円 21年3月期  21,598百万円

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 ― 4.50

22年3月期 
（予想）

― 4.50 9.00

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  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

通期 18,500 △3.2 0 ― 150 ― 50 ― 1.03
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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 

上記の業績予想は現在入手可能な情報及び合理的に判断した予想であり、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４ページ目をご参照ください。 

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 50,709,167株 21年3月期 50,709,167株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 2,100,621株 21年3月期 2,174,320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 48,553,947株 21年3月期第2四半期 48,492,009株
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 当第２四半期連結累計期間の世界経済は、世界同時不況に対して各国が政治主導で経済支援策などの対策を講じた

ことにより底は脱したと思われますが、欧米などはまだ回復基調とは言えず、本格的な回復にはなお相当な時間を要

するものと思われます。 

 当社グループの属するエレクトロニクス業界では、日本と中国向けの液晶テレビやエコカー向け電装品など購入補

助制度や減税措置対象商品は好調でしたが、全般的には緩やかな回復傾向を示すに留まりました。 

 このような厳しい環境が続く中、当社グループは前期から総力をあげて取り組んでまいりました原価低減、固定費

削減、設備投資抑制を推し進め利益の確保に努めました。販売面では、海外顧客への拡販活動強化や当社グループの

重要な生産拠点であるタイ国に販売会社を設立して現地販売体制を整備するなど、足元の受注確保とともに中長期の

売上増加に向けた販売力の強化を図りました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は71億56百万円（前年同期比32.3%減）となりました。経費

削減の効果はあったものの売上高の回復が不十分なため営業損失４億50百万円（前年同期は２億21百万円の営業損

失）、急激なドル安・円高による為替差損などにより経常損失３億34百万円（前年同期は１億41百万円の経常損

失）、四半期純損失３億57百万円（前年同期は３億75百万円の四半期純損失）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。 

 ①電子部品事業 

 前面操作ブロック（ＩＣＢ）製品につきましては、主力のビデオカメラ、デジタルカメラ向けは前年に比べて小ユ

ニット化したものが多いため売上増にはつながりませんでした。逆に携帯電話機向けは数量が大幅に減りましたが売

上は伸びました。自動車電装向けおよび薄型テレビ向けは堅調でした。この結果、当第２四半期連結累計期間のＩＣ

Ｂ製品の売上高は32億40百万円（前年同期比8.7%減）となりました。 

 可変抵抗器製品につきましては、一部では持ち直してきてはいるものの、ばらつきが大きくそのペースは大変ゆっ

くりでまだ勢いがありません。この結果、当第２四半期連結累計期間の可変抵抗器製品の売上高は17億53百万円（前

年同期比36.1%減）となりました。 

 固定抵抗器製品につきましては、回復しつつありますが、液晶テレビ向け以外は低調でした。この結果、当第２四

半期連結累計期間の固定抵抗器製品の売上高は６億88百万円（前年同期比19.2%減）となりました。 

 その他製品につきましては、自動車電装向け基板やカーエレクトロニクス向けスイッチが低調で、ＩＣＢ製品用金

型の売上は大幅に減少しました。この結果、当第２四半期連結累計期間のその他製品の売上高は13億56百万円（前年

同期比52.0%減）となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の当事業の売上高は70億39百万円（前年同期比29.4%減）、営業損失は４億24

百万円（前年同期は２億23百万円の営業損失）となりました。 

 ②その他の事業 

 その他の事業である機械設備の製造販売につきましては、厳しい経済環境下で自動車関連をはじめ設備投資抑制を

続ける企業が多く、当事業はその影響をまともに受けました。この結果、当第２四半期連結累計期間の当事業の売上

高は１億17百万円（前年同期比80.2%減）、営業損失は37百万円（前年同期は４百万円の営業損失）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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（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財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末に比べ４億５百万円減少し

254億28百万円となりました。その内訳は、流動資産が３億54百万円減少し154億97百万円、固定資産が51百万円減少

し99億30百万円となりました。 

 負債は前連結会計年度末に比べ２億26百万円減少し35億58百万円となりました。その内訳は、流動負債が２億21百

万円減少し29億43百万円、固定負債が５百万円減少し６億14百万円となりました。 

 これらの結果、前連結会計年度末に比べ純資産が１億78百万円減少し218億69百万円となり、自己資本比率は前連

結会計年度末83.6％から84.5％に増加いたしました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末に比べ２億39

百万円増加（前年同期は10億75百万円の減少）し、当第２四半期連結会計期間末に74億55百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は４億80百万円（前年同期比２億76百万円減少）となりました。これはたな卸資産が

２億18百万円減少（前年同期は３百万円の減少）したこと、売上債権が１億42百万円減少（前年同期は２億63百万円

の増加）したことなどによります 

（投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は１億58百万円（前年同期比８億36百万円減少）となりました。これは有形固定資産

の取得による支出３億12百万円（前年同期は６億58百万円）、投資有価証券の取得16百万円（前年同期は３億37百万

円）、定期預金の払戻による収入１億70百万円（前年同期は定期預金の預入による支出１億70百万円）などによりま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果使用した資金は１億93百万円（前年同期比３億46百万円減少）となりました。これは配当金の支払

１億49百万円（前年同期は３億62百万円）などによります。  

 世界同時不況に陥ってから丸１年経ちますが、主要国における経済支援策や景気刺激策などにより、いくつかの経

済指標から見ると底は脱したとの見方が主流となりつつあります。しかし、欧米経済は依然として低迷したままであ

り、回復までに相当な時間を要すると思われます。 

 中国依存度を高めつつも欧米市場の回復が必須条件であるエレクトロニクス業界においては、不安定な状況が長期

に及ぶものと懸念され、当上期に一部回復傾向を示したとはいえ需要の先食いが懸念されるなど当下期の見通しは厳

しいものと予想されます。 

 当社グループでは引き続き薄型テレビなどの成長市場に対する拡販とそれに対応する生産および販売の体制整備を

行い、受注の確保に全力をあげて取り組みます。また、売上の回復が遅れる状況下で利益を確保するため、引き続き

原価低減、固定費削減を進めてまいります。これらの施策を含めてグローバル経営の効率化と可視化を進め、来るべ

き景気回復と生産拡大に備えて強固な経営基盤を確立するためタイムリーで的確な経営判断をしてまいります。  

  

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
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 該当事項はありません。   

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方式  

 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、前連結会計年度末決

算において算定した貸倒実績率の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定しております。 

③経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 当社及び一部の連結子会社については法人税等の納付額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定して算定しております。 

 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、及び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、前連結会計年度末決算において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

一部の連結子会社の税金費用については、当第２四半期連結会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。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 該当事項はありません。 

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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 7,850,339 7,720,451

受取手形及び売掛金 4,175,550 4,201,437

有価証券 179,730 115,830

商品及び製品 1,257,100 1,376,774

仕掛品 588,037 564,230

原材料及び貯蔵品 799,823 847,570

その他 653,895 1,042,789

貸倒引当金 △6,854 △17,030

流動資産合計 15,497,623 15,852,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,786,704 2,867,416

機械装置及び運搬具（純額） 2,313,439 2,443,020

その他（純額） 1,200,734 1,215,204

有形固定資産合計 6,300,878 6,525,640

無形固定資産 294,523 344,631

投資その他の資産   

投資有価証券 1,592,722 1,470,972

その他 1,768,707 1,666,660

貸倒引当金 △26,188 △26,188

投資その他の資産合計 3,335,240 3,111,444

固定資産合計 9,930,643 9,981,716

資産合計 25,428,266 25,833,770

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,537,271 1,443,542

短期借入金 98,401 97,750

未払法人税等 54,876 47,748

賞与引当金 391,049 369,344

役員賞与引当金 7,200 15,075

その他 854,882 1,191,665

流動負債合計 2,943,680 3,165,126

固定負債   

退職給付引当金 293,118 290,069

その他 321,586 329,902

固定負債合計 614,704 619,972

負債合計 3,558,385 3,785,098
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,453,078 3,453,078

資本剰余金 5,456,313 5,457,424

利益剰余金 14,792,658 15,310,728

自己株式 △1,065,022 △1,104,172

株主資本合計 22,637,028 23,117,059

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121,011 43,040

為替換算調整勘定 △1,275,998 △1,561,137

評価・換算差額等合計 △1,154,987 △1,518,097

新株予約権 5,861 25,341

少数株主持分 381,977 424,369

純資産合計 21,869,880 22,048,672

負債純資産合計 25,428,266 25,833,770
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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：千円）

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 10,564,767 7,156,873

売上原価 8,049,348 5,397,546

売上総利益 2,515,419 1,759,326

販売費及び一般管理費 2,736,441 2,209,449

営業損失（△） △221,021 △450,122

営業外収益   

受取利息 31,044 17,109

受取配当金 24,233 19,233

受取賃貸料 91,237 83,944

有価証券評価益 － 63,900

為替差益 12,029 －

その他 37,360 78,277

営業外収益合計 195,904 262,464

営業外費用   

支払利息 1,289 277

固定資産処分損 30,908 4,669

投資有価証券評価損 45,480 －

為替差損 － 112,561

その他 39,192 29,053

営業外費用合計 116,870 146,562

経常損失（△） △141,987 △334,219

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,653

新株予約権戻入益 － 6,504

子会社清算益 － 22,410

土地売却益 6,895 －

特別利益合計 6,895 32,567

特別損失   

投資有価証券評価損 85,500 10,500

特別損失合計 85,500 10,500

税金等調整前四半期純損失（△） △220,592 △312,152

法人税等 85,982 24,817

少数株主利益 68,516 20,030

四半期純損失（△） △375,091 △357,000
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △220,592 △312,152

減価償却費 815,398 708,276

子会社清算損益（△は益） － △22,410

新株予約権戻入益 － △6,504

有形固定資産除却損 30,908 4,669

有形固定資産売却損益（△は益） △6,186 △1,057

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,749 △53,496

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,973 21,418

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 △7,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,194 △10,012

受取利息及び受取配当金 △55,277 △36,342

支払利息 1,289 277

投資有価証券評価損益（△は益） 130,980 △53,400

売上債権の増減額（△は増加） △263,128 142,848

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,581 218,031

仕入債務の増減額（△は減少） 599,920 △61,127

未払消費税等の増減額（△は減少） 135,008 161,613

その他 △362,805 △449,048

小計 929,013 243,709

利息及び配当金の受取額 55,436 36,342

利息の支払額 △1,255 △325

法人税等の支払額 △225,850 △103,003

法人税等の還付額 － 303,919

営業活動によるキャッシュ・フロー 757,343 480,642

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 △658,362 △312,401

有形固定資産の売却による収入 21,073 18,231

無形固定資産の取得による支出 △38,957 △375

投資有価証券の取得による支出 △337,712 △16,073

投資有価証券の売却による収入 2,441 －

子会社の清算による収入 167,341 24,900

定期預金の預入による支出 △170,851 △70,749

定期預金の払戻による収入 － 170,590

短期貸付けによる支出 － △334

短期貸付金の回収による収入 843 857

その他 19,170 26,718

投資活動によるキャッシュ・フロー △995,012 △158,637
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（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,425 6,017

短期借入金の返済による支出 △142,629 △5,366

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △284

自己株式の取得による支出 △5,747 △1,442

自己株式の売却による収入 1,068 96

配当金の支払額 △362,907 △149,249

少数株主への配当金の支払額 △35,159 △43,104

財務活動によるキャッシュ・フロー △539,949 △193,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 △298,124 110,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,075,743 239,090

現金及び現金同等物の期首残高 9,043,360 7,215,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,967,616 7,455,080
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、電子部品の製造販売を主要事業としている電子部品事業と機械設備等の製造販売

他を事業としているその他の事業に区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な製品 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
電子部品事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

  売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  9,970,132  594,635  10,564,767  －  10,564,767

(2) 
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 26,434  103,363  129,797  (129,797)  －

計  9,996,566  697,999  10,694,565  (129,797)  10,564,767

  営業損失（△）  △223,590  △4,629  △228,220  7,198  △221,021

  
電子部品事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

  売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  7,039,262  117,610  7,156,873  －  7,156,873

(2) 
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 274  38,711  38,985  (38,985)  －

計  7,039,537  156,321  7,195,859  (38,985)  7,156,873

  営業損失（△）  △424,472  △37,741  △462,214  12,091  △450,122

事業区分 主要製品

電子部品事業 前面操作ブロック、抵抗器、スイッチ等 

その他の事業 機械設備等 
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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） 

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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国 

(2)北 米……米国 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社

（千円） 
連結 

（千円） 

  売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 6,578,529 3,685,665  300,572  10,564,767  － 10,564,767

(2) 
セグメント間の内部売上高又は振替

高 
3,774,356 4,446,957  3,833  8,225,146  (8,225,146) －

計 10,352,885 8,132,622  304,406  18,789,914  (8,225,146) 10,564,767

  営業利益又は営業損失（△） △115,209 △163,105  19,302  △259,012  37,991 △221,021

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社

（千円） 
連結 

（千円） 

  売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 4,475,327 2,414,051  267,494  7,156,873  － 7,156,873

(2) 
セグメント間の内部売上高又は振替

高 
3,173,663 3,126,855  －  6,300,519  (6,300,519) －

計 7,648,991 5,540,906  267,494  13,457,392  (6,300,519) 7,156,873

  営業損失（△） △319,789 △107,337  △22,488  △449,615  (506) △450,122
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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） 

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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国他 

(2）北 米……米国他 

(3）その他の地域……イギリス、ドイツ他 

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。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,361,100  254,547  19,930  4,635,578

Ⅱ 連結売上高（千円）        10,564,767

Ⅲ 
海外売上高の連結売上高

に占める割合(％) 
 41.3  2.4  0.2  43.9

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,036,089  246,599  8,167  3,290,855

Ⅱ 連結売上高（千円）        7,156,873

Ⅲ 
海外売上高の連結売上高

に占める割合(％) 
 42.4  3.5  0.1  46.0

（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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生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

２．受注状況 

（1）受注高 

（2）受注残高 

３．販売実績 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

前年同四半期比
（％）  

電子部品事業（千円）  7,077,591  70.9

その他の事業（千円）  120,714  18.7

合計（千円）  7,198,305  67.7

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

前年同四半期比
（％）  

電子部品事業（千円）  7,650,859  81.8

その他の事業（千円）  80,902  8.3

合計（千円）  7,731,762  74.9

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

前年同四半期比
（％） 

電子部品事業（千円）  1,991,149  112.7

その他の事業（千円）  42,555  7.7

合計（千円）  2,033,704  87.8

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

前年同四半期比
（％） 

電子部品事業（千円）  7,039,262  70.6

その他の事業（千円）  117,610  19.8

合計（千円）  7,156,873  67.7
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４．製品別販売実績 

  
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) 

前年同四半期比
（％） 

 金  額 構成比 金  額 構成比   

電子部品事業    ％   ％  

前面操作ブロック（千円）  3,551,329  33.6  3,240,611  45.3  91.3

可変抵抗器（千円）  2,742,192  26.0  1,753,243  24.5  63.9

固定抵抗器（千円）  852,260  8.1  688,721  9.6  80.8

その他（千円）  2,824,350  26.7  1,356,685  19.0  48.0

小計（千円）  9,970,132  94.4  7,039,262  98.4  70.6

その他の事業    

その他（千円）  594,635  5.6  117,610  1.6  19.8

小計（千円）  594,635  5.6  117,610  1.6  19.8

合計（千円）  10,564,767  100.0  7,156,873  100.0  67.7
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