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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  49,128  36.3  4,014 ─  2,988 ─  2,532 ─ 

22年３月期第１四半期  36,054  △43.0  △4,827 ─  △4,535 ─  △5,303 ─ 

  
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 

23年３月期第１四半期  36  30 ─ 

22年３月期第１四半期  △76  02 ─ 

  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 

23年３月期第１四半期  152,256  96,666  63.0  1,374  07

22年３月期  153,428  97,035  62.7  1,379  61

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 95,861百万円 22年３月期 96,248百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期 ─       0 00 ─      0 00  0  00

23年３月期 ─      

23年３月期（予想）  10 00 ─      10 00  20  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  97,000  26.9  5,500 ─  4,000 ─  3,500 ─  50  17

通期  190,000  12.7  8,500 ─  7,000  766.9  5,500 ─  78  84

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有 ・無
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４．その他（詳細は、［添付資料］P.4「２．その他の情報」をご覧ください。） 

新規    ―  社 （社名）                        、除外    ―  社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（1）平成22年５月11日に公表しました連結業績予想について修正しています。 

（2）業績予想につきましては本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更： 有 ・無

② ①以外の変更       ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 69,784,501株 22年３月期 69,784,501株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 19,842株 22年３月期 19,667株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 69,764,704株 22年３月期１Ｑ 69,764,652株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間における世界経済は、アジアを中心とする新興国の需要が好調に推移し、緩やかな回

復が続いたものの、各国景気対策効果の終焉懸念や欧州金融危機など景気の先行きには不透明感が漂いました。 

  カーエレクトロニクス業界では、欧米自動車市場で、リーマンショック以降、小型車中心に推移した新車販売動

向に変化が見られ中高級車の販売に回復の兆しが現れたことから、純正ナビゲーションの装着率も若干の回復を見

せるなど市場の活性化が期待されました。しかしながら、本格的な回復には至らず、緩やかな水準にとどまりまし

た。一方、国内ではエコカー減税など景気刺激策による新車の販売が増加したことに伴い、市販市場でPND（パー

ソナル・ナビゲーション・デバイス）を中心としたナビゲーションの販売が回復傾向を示しました。 

 このような状況下、当社は、国内市販市場に、ナビゲーションの新製品３モデルを投入するとともに、「車種別

カーライフ・ソリューション」を提案し商品の訴求力を高め、売上拡大を図りました。さらに、自動車市場が拡大

する中国で、北京モーターショーに出展しアルパインブランドの訴求を図るとともに積極的な技術提案や営業活動

を展開し、自動車メーカー向けビジネスの新規受注獲得を目指しました。また、為替の円高や、電子部品の需給逼

迫の影響を受け部材コストが上昇するなどの影響はありましたが、引続き構造改革「CHALLENGE30＋(プラス)」を

推進し、業績改善に努めました。 

  この結果、第１四半期連結累計期間(平成22年4月～6月)の業績は、連結売上高491億円(前年同期比36.3％増)、

営業利益40億円(前年同期は48億円の営業損失)、経常利益29億円(前年同期は45億円の経常損失)、四半期純利益25

億円(前年同期は53億円の四半期純損失)となりました。 

  セグメントの業績を示すと、次のとおりです。なお、売上高は外部顧客への売上高です。 

 《音響機器事業》 

  当事業部門では、北米市販市場で普及価格帯CDプレーヤーの販売は堅調でしたが、iPodやインターネットラジ

オPandora対応ヘッドユニットなどを投入したものの、市況悪化の影響を受け厳しい状況で推移しました。欧州

では、ユーロ安の影響はありましたが、Bluetooth対応CDプレーヤーや、車室内のクリアな音質を追求した高音

質スピーカーが堅調な売れ行きを示しました。 

 国内市販市場では、高音質スピーカーの販売が堅調に推移したものの、CDプレーヤーなど単機能商品が価格競

争激化の影響を受け、売上は横這いで推移しました。 

 自動車メーカー向け純正品は、欧米の主要取引先の新車の生産・販売が回復傾向を示すとともに、中国市場向

けが好調であったため、売上が増加しました。 

 以上の結果、当事業部門の売上高は187億円(前年同期比17.1％増)となりました。  

 《情報・通信機器事業》  

 当事業部門では、北米市販市場に新規投入した普及価格帯ナビの販売が、競争激化の影響はありましたもの

の、堅調に推移しました。欧州におきましては、複合商品の販売は堅調でしたが、ユーロ安の影響を受け、売上

は横這いで推移しました。 

 一方、国内市販商品では、前期に好評を博したカーナビゲーション「VIE-X08」の後継機種「VIE-X08S」の

他、記録媒体にフラッシュメモリーを搭載し、コストパフォーマンスに優れた「VIE-X05」や、市販 大の８型

画面を装備し、地図および文字の視認性やタッチパネル操作の利便性を向上させた戦略モデル「ビッグＸ 

X088」（日刊自動車新聞社2010用品大賞 受賞）を投入するとともに、車種別取付けキットによりカスタマイズ

された装着を可能とした「パーフェクトフィット」を推進したことで、売上が大幅に増加しました。さらに、ナ

ビゲーションとリンクし安全運転を支援するカメラシステムの販売にも注力するなど、売上拡大を図りました。

 自動車メーカー向け純正品は、北米においてナビゲーションの装着率が高い高級車や大型車の生産・販売が回

復しつつあり、加えて欧州メーカーの中国市場向け新車販売が好調に推移したため、売上が大幅増となりまし

た。 

 以上の結果、当事業部門の売上高は304億円(前年同期比51.6％増)となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比べ11億円減少し1,522億円、純資産合計

は3億円減少し966億円となりました。この結果、自己資本比率は63.0%となりました。主な増減として、現金及

び預金の増加8億円、受取手形及び売掛金の減少18億円、たな卸資産の増加35億円等により、流動資産は27億円

増加となりました。固定資産は有形固定資産の減少7億円、無形固定資産の減少2億円、投資有価証券の減少24億

円等により38億円減少となりました。 

 流動負債については、支払手形及び買掛金の減少3億円、未払費用の増加5億円、賞与引当金の減少4億円等に

よりほぼ横ばいとなりました。 

 固定負債は、繰延税金負債の減少10億円等により7億円の減少となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は405億円と前連結会計年度末と比べ７億円の増加 

(前期比1.8％増) となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動による資金の増加は32億円となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益31億円

の計上、減価償却費17億円の計上、仕入債務25億円の増加による資金の増加と、たな卸資産46億円の増加によ

る資金の減少です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動による資金の減少は12億円となりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の取得9億円と無形

固定資産の取得3億円による資金の減少です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動による資金の減少は0.2億円となりました。この減少の主な要因は、借入金の返済による資金の減少

です。 

 上記の結果、フリー・キャッシュ・フローは20億円のプラスとなりました。なお、フリー・キャッシュ・フロ

ーは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績の動向を踏まえ、平成22年５月11日に公表しました連結業績予想を以下の通り修正します。 

なお、為替レートは、１米ドル＝86円、１ユーロ＝110円を前提としています。 
  
［平成23年３月期 第２四半期連結累計期間（平成22年４月1日～平成22年９月30日）連結業績予想］ 

［平成23年３月期 通期（平成22年４月1日～平成23年３月31日）連結業績予想］ 

  

   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 

 前回発表予想（Ａ）  92,000  3,500  3,500     2,500  35.84

 今回修正予想（Ｂ）  97,000  5,500  4,000     3,500  50.17

 増減額（Ｂ－Ａ）  5,000  2,000  500     1,000  －

 増減率（％）  5.4  57.1  14.3  40.0  －

 前期第２四半期実績  76,410  △5,685  △5,227  △6,560  △94.04

   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 

 前回発表予想（Ａ）  180,000  6,000  6,000     4,500  64.50

 今回修正予想（Ｂ）  190,000  8,500  7,000     5,500  78.84

 増減額（Ｂ－Ａ）  10,000  2,500  1,000     1,000  －

 増減率（％）  5.6  41.7  16.7  22.2  －

 前期実績  168,586  226  807  △1,249  △17.92



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 当第１四半期連結会計期間末の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います。 

② 一部の連結子会社において、税金費用については、当第１四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

じて計算しています。  

  なお、「法人税等調整額」は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。 

③ 一部の連結子会社における法人税等の納付額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要な

ものに限定する方法によっています。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ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ので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用しています。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を

適用しています。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

② 資産除去債務に関する会計基準の適用  

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しています。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微です。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 41,071 40,199

受取手形及び売掛金 26,471 28,290

商品及び製品 14,927 12,832

仕掛品 1,304 670

原材料及び貯蔵品 5,064 4,245

繰延税金資産 1,594 1,545

その他 8,762 8,750

貸倒引当金 △301 △350

流動資産合計 98,894 96,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,216 23,320

減価償却累計額 △14,101 △13,956

建物及び構築物（純額） 9,114 9,363

機械装置及び運搬具 17,277 17,253

減価償却累計額 △11,578 △11,275

機械装置及び運搬具（純額） 5,698 5,977

工具器具備品及び金型 48,557 48,692

減価償却累計額 △44,426 △44,129

工具器具備品及び金型（純額） 4,131 4,563

土地 4,963 4,997

リース資産 375 385

減価償却累計額 △253 △250

リース資産（純額） 121 135

建設仮勘定 1,065 837

有形固定資産合計 25,095 25,874

無形固定資産 5,422 5,672

投資その他の資産   

投資有価証券 19,540 22,011

繰延税金資産 448 463

その他 2,868 3,234

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 22,843 25,696

固定資産合計 53,361 57,243

資産合計 152,256 153,428



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,620 22,923

短期借入金 33 42

未払法人税等 705 601

未払費用 8,153 7,629

賞与引当金 920 1,415

役員賞与引当金 12 －

製品保証引当金 3,635 3,916

その他 3,216 2,777

流動負債合計 39,297 39,305

固定負債   

長期借入金 10,001 10,001

繰延税金負債 3,860 4,953

退職給付引当金 643 658

役員退職慰労引当金 552 642

その他 1,234 831

固定負債合計 16,292 17,087

負債合計 55,589 56,393

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,920 25,920

資本剰余金 24,905 24,905

利益剰余金 49,081 46,549

自己株式 △28 △28

株主資本合計 99,879 97,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,691 5,260

土地再評価差額金 △1,394 △1,394

為替換算調整勘定 △6,314 △4,964

評価・換算差額等合計 △4,017 △1,098

少数株主持分 804 786

純資産合計 96,666 97,035

負債純資産合計 152,256 153,428



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 36,054 49,128

売上原価 33,905 37,549

売上総利益 2,148 11,578

販売費及び一般管理費 6,976 7,564

営業利益又は営業損失（△） △4,827 4,014

営業外収益   

受取利息 28 42

受取配当金 81 77

為替差益 107 －

持分法による投資利益 130 49

その他 81 86

営業外収益合計 429 255

営業外費用   

支払利息 21 51

為替差損 － 1,053

売上割引 41 34

支払手数料 － 58

その他 74 83

営業外費用合計 136 1,280

経常利益又は経常損失（△） △4,535 2,988

特別利益   

固定資産売却益 5 19

貸倒引当金戻入額 168 46

製品保証引当金戻入額 98 2

オプション決済及び評価損益 － 102

特別利益合計 272 170

特別損失   

固定資産除売却損 17 15

オプション決済及び評価損益 373 －

過年度特許権使用料 294 －

その他 － 2

特別損失合計 684 18

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4,947 3,140

法人税、住民税及び事業税 348 674

法人税等調整額 43 △74

法人税等合計 392 600

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,539

少数株主利益又は少数株主損失（△） △36 7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,303 2,532



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△4,947 3,140

減価償却費 2,136 1,776

売上債権の増減額（△は増加） △3,752 △55

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,335 △4,615

仕入債務の増減額（△は減少） 378 2,532

その他 3,421 898

小計 △4,098 3,676

利息及び配当金の受取額 102 103

利息の支払額 △21 △22

法人税等の支払額 △337 △529

法人税等の還付額 213 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,142 3,227

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 △780 △918

有形固定資産の売却による収入 28 24

無形固定資産の取得による支出 △355 △346

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

貸付けによる支出 △6 △12

貸付金の回収による収入 223 9

その他 △178 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,070 △1,216

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） △143 △4

配当金の支払額 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △108 －

その他 △21 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △275 △26

現金及び現金同等物に係る換算差額 341 △1,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,145 702

現金及び現金同等物の期首残高 26,141 39,844

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,995 40,546



 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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっています。 

２．各事業区分の主な製品 

(1）音響機器事業…………カーオーディオ、その他付属品 

(2）情報・通信機器事業…カーコミュニケーション、カー電装品、及び映像用のユニット部品等  

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ合衆国、カナダ 

(2）ヨーロッパ……ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ハンガリー 

(3）アジア…………シンガポール、中国、タイ、インド 

(4）その他の地域…オーストラリア  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
音響機器事業 
（百万円） 

情報・通信 
機器事業 
（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  15,987  20,066  36,054    －  36,054

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 143  72  215    (215)    －

計  16,131  20,138  36,269  (215)  36,054

営業利益又は営業損失（△）  △1,453  △1,948  △3,401  (1,425)  △4,827

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円)
ヨーロッパ
（百万円）

アジア 
(百万円)

その他
の地域 
(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  6,805  9,105  16,869  2,950  323  36,054    －  36,054

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 21,431  33  4,387  3,628  0  29,480 (29,480)    －

計  28,237  9,138  21,256  6,579  323  65,535 (29,480)  36,054

営業利益又は営業損失（△）  △1,819  △115  △865  △353  29  △3,124 (1,703)  △4,827



［海外売上高］ 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ合衆国、カナダ 

(2）ヨーロッパ……ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、スウェーデン 

(3）アジア…………シンガポール、中国、タイ、インド 

(4）その他の地域…オーストラリア 

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す。 

  

［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

  当社は、自動車用音響機器と情報・通信機器の製造販売を主な事業としており、「音響機器事業」、「情報・通信

機器事業」の２つを報告セグメントとしています。 

  「音響機器事業」に含まれる主な製品は、CDプレーヤー、アンプ及びスピーカー等のカーオーディオ製品です。 

  「情報・通信機器事業」に含まれる主な製品はカーナビゲーション及びカーコミュニケーション製品です。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

（注）セグメント利益調整額△1,176百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用の主なも

のは、セグメントに帰属しない当社の管理部門及び開発部門の一部に係る費用です。  

   

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しています。 

  

該当事項はありません。   

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,002  16,869  3,667  427  29,967

Ⅱ 連結売上高（百万円）          36,054

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 25.0  46.8  10.2  1.2  83.1

   

報告セグメント  

調整額 
（注） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 音響機器事業

情報・通信 
機器事業 

合計 

売上高           

外部顧客への売上高  18,715  30,412  49,128  －  49,128

セグメント間の内部売上高又は振替高  130  43  173    △173    －

計  18,846  30,455  49,301  △173  49,128

セグメント利益（営業利益）  1,665  3,524  5,190  △1,176  4,014

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（１）生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

 当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注）１．金額は、販売価格によっています。 

２．上記金額には、消費税等は含まれていません。 

(2）受注実績 

 当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

   

４．補足情報

セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日）

対前年同期増減 

生産高（百万円） 生産高（百万円） 増減率（％） 

音響機器事業  13,662  15,374  12.5

情報・通信機器事業  16,549  28,978  75.1

合計  30,211  44,352  46.8

セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日）

対前年同期増減 

受注高（百万円） 受注高（百万円） 増減率（％） 

音響機器事業  16,155  16,328  1.1

情報・通信機器事業  19,081  33,996  78.2

合計  35,236  50,325  42.8

セグメントの名称 

前第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日） 

対前年同期増減 

受注残高（百万円） 受注残高（百万円） 増減率（％） 

音響機器事業  6,798  6,481  △4.7

情報・通信機器事業  11,284  19,484  72.7

合計  18,082  25,965  43.6

セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日）

対前年同期増減 

販売高（百万円） 販売高（百万円） 増減率（％） 

音響機器事業  15,987  18,715  17.1

情報・通信機器事業  20,066  30,412  51.6

合計  36,054  49,128  36.3
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