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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 98,020 28.3 6,993 ― 6,027 ― 4,969 ―
22年3月期第2四半期 76,410 △38.4 △5,685 ― △5,227 ― △6,560 ―

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2四半期 71.23 ―
22年3月期第2四半期 △94.04 ―

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2四半期 158,407 98,092 61.4 1,395.00
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2四半期  97,321百万円 22年3月期  96,248百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 10.00
23年3月期 

（予想）
― 10.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 195,000 15.7 10,000 ― 9,000 ― 7,000 ― 100.34

i9170162
スタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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８月６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。 

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 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  20,142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2Q 69,764,593株 22年3月期2Q  69,764,765株
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（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における世界経済は、アジアを中心とする新興国の需要は好調に推移しました。一

方、欧州では、ドイツ経済に回復傾向が見られましたものの、EU各国の経済状況は依然、まだら模様であり、ま

た、米国経済の先行きに対する不透明感が一段と増すなど、景気の二番底懸念が高まりました。 

  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、国内ではエコカー補助金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) など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。また、積極的な技術提案を

展開し、ITS (高度道路交通システム) 対応ナビゲーションが、長崎県のEV＆ITS (エビッツ) プロジェクトで採

用、電気自動車に搭載されました。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、現地資本自動車メーカー向けに製品の納入を開始するなど、着実にビジネス拡

大を図りました。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、引き続き構造改革「CHALLENGE30＋(プラス)」を推進し、業績改善に努めました。 

  この結果、第２四半期累計期間 (平成22年４月～９月) の業績は、連結売上高980億円 (前年同期比28.3％増)、

営業利益69億円 (前年同期は56億円の営業損失)、経常利益60億円 (前年同期は52億円の経常損失)、四半期純利益

49億円 (前年同期は65億円の四半期純損失)となりました。 

   

セグメントの状況  

《音響機器事業》 

  当事業部門では、北米市販市場において普及価格帯CDプレーヤーの販売は堅調に推移しましたが、iPodやイン

ターネットラジオPandora対応ヘッドユニットなどの差別化商品が、市況悪化の影響を受け厳しい販売状況で推

移しました。欧州では、車室内のクリアな音質を訴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が、

期初からの牽引役であったBluetooth対応CDプレーヤーの販売が、価格競争激化の影響から減少しました。 

 また、国内市販市場では、高音質スピーカーの販売が好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、売上は減少しました。 

 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345億円 (前年同期比3.1％増)となりました。  

 《情報・通信機器事業》  

 当事業部門では、国内市販市場で、前期に好評を博したカーナビゲーション「X08」の後継機種「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「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 用品大賞2010 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美しい装着を可能

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も好調に推移し、売上拡大に寄与しました。 

また、北米市販市場におきましては、新規投入した普及価格帯ナビの販売が、価格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。欧州では、複合商品が市況悪化の影響を受け売上が減少しましたが、期中に市

場投入した普及価格帯ナビの新製品の販売が好調に推移しました。 

 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634億円 (前年同期比47.9％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２四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49億円増加し1,584億円、純資産合計

は10億円増加し980億円となりました。この結果、自己資本比率は61.4%となりました。主な増減として、現金及

び預金の増加28億円、受取手形及び売掛金の減少6億円、たな卸資産の増加53億円、短期貸付金の増加28億円等

により、流動資産は104億円増加となりました。固定資産は有形固定資産の減少22億円、無形固定資産の減少6億

円、投資有価証券の減少20億円等により54億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増加23億円、未払費用の増加4億円、未払法人税等の増加5億円、

賞与引当金の増加3億円等により40億円増加となりました。 

 固定負債は、ほぼ横ばいとなりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は417億円と前連結会計年度末と比べ19億円の増加 

(前期比4.8％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84億円となりました。この増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益60億円

の計上、減価償却費35億円の計上、仕入債務51億円の増加による資金の増加と、たな卸資産66億円の増加によ

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55億円となりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の取得15億円、無形

固定資産の取得5億円、貸付金による支出29億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0.8億円となりました。この減少の主な要因は、短期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29億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 

 当第２四半期累計期間の売上高及び利益が平成22年８月６日に公表しました連結業績予想を上回ったこと、また

直近の為替レートが円高で推移していることから、平成22年８月６日に公表しました通期の連結業績予想を以下の

通り修正します。 

 なお、下期の為替レートは、１米ドル＝80円、１ユーロ＝110円を前提としています。 

  

［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）  190,000  8,500  7,000  5,500  78.84

 今回修正予想（Ｂ）  195,000  10,000  9,000  7,000  100.34

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

 増減率（％）  2.6  17.6  28.6  27.3  －

 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 一部の連結子会社において、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。 

② 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 

  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  

  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。  

  

  

  

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 43,096 40,199

受取手形及び売掛金 27,669 28,290

商品及び製品 16,524 12,832

仕掛品 1,258 670

原材料及び貯蔵品 5,273 4,245

繰延税金資産 1,843 1,545

その他 11,153 8,750

貸倒引当金 △200 △350

流動資産合計 106,617 96,184

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,613 23,320

減価償却累計額 △14,011 △13,956

建物及び構築物（純額） 8,602 9,363

機械装置及び運搬具 15,865 17,253

減価償却累計額 △10,787 △11,275

機械装置及び運搬具（純額） 5,078 5,977

工具器具備品及び金型 48,546 48,692

減価償却累計額 △44,704 △44,129

工具器具備品及び金型（純額） 3,841 4,563

土地 4,815 4,997

リース資産 347 385

減価償却累計額 △229 △250

リース資産（純額） 117 135

建設仮勘定 1,127 837

有形固定資産合計 23,582 25,874

無形固定資産 4,986 5,672

投資その他の資産   

投資有価証券 20,009 22,011

繰延税金資産 428 463

その他 2,796 3,234

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 23,221 25,696

固定資産合計 51,790 57,243

資産合計 158,407 153,428



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,310 22,923

短期借入金 － 42

未払法人税等 1,136 601

未払費用 8,096 7,629

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 1,733 1,415

役員賞与引当金 24 －

製品保証引当金 4,008 3,916

その他 3,039 2,777

流動負債合計 43,350 39,305

固定負債   

長期借入金 10,001 10,001

退職給付引当金 656 658

役員退職慰労引当金 573 642

繰延税金負債 4,264 4,953

その他 1,467 831

固定負債合計 16,963 17,087

負債合計 60,314 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 51,434 46,549

自己株式 △29 △28

株主資本合計 102,231 97,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,511 5,260

土地再評価差額金 △1,310 △1,394

為替換算調整勘定 △8,111 △4,964

評価・換算差額等合計 △4,910 △1,098

少数株主持分 771 786

純資産合計 98,092 97,035

負債純資産合計 158,407 153,428



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 76,410 98,020

売上原価 68,722 75,403

売上総利益 7,687 22,616

販売費及び一般管理費 13,373 15,622

営業利益又は営業損失（△） △5,685 6,993

営業外収益   

受取利息 50 79

受取配当金 139 146

持分法による投資利益 510 291

その他 147 232

営業外収益合計 847 748

営業外費用   

支払利息 47 104

為替差損 153 1,219

支払手数料 － 117

売上割引 77 66

その他 111 207

営業外費用合計 389 1,715

経常利益又は経常損失（△） △5,227 6,027

特別利益   

固定資産売却益 63 34

土地使用権交換差益 227 －

貸倒引当金戻入額 356 119

オプション決済及び評価損益 － 102

その他 2 －

特別利益合計 650 256

特別損失   

固定資産除売却損 51 31

投資有価証券評価損 0 2

オプション決済及び評価損益 125 －

製品保証引当金繰入額 231 174

過年度特許権使用料 294 －

その他 148 2

特別損失合計 851 211

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（△）

△5,429 6,071

法人税、住民税及び事業税 1,114 1,382

法人税等調整額 61 △292

法人税等合計 1,175 1,089

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,982

少数株主利益又は少数株主損失（△） △43 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,560 4,969



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△5,429 6,071

減価償却費 4,299 3,538

売上債権の増減額（△は増加） △4,618 △1,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 38 △6,674

仕入債務の増減額（△は減少） 5,339 5,161

その他 195 2,059

小計 △175 9,139

利息及び配当金の受取額 161 238

利息の支払額 △29 △109

法人税等の支払額 △668 △867

法人税等の還付額 288 78

営業活動によるキャッシュ・フロー △423 8,479

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 △1,730 △1,558

有形固定資産の売却による収入 159 221

無形固定資産の取得による支出 △758 △525

投資有価証券の取得による支出 △46 △1

貸付けによる支出 △6 △2,923

貸付金の回収による収入 1,308 12

その他 △243 △785

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,316 △5,560

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） 1,726 △38

長期借入れによる収入 5,402 －

配当金の支払額 △0 △0

少数株主からの払込みによる収入 42 －

少数株主への配当金の支払額 △166 －

その他 △64 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,939 △88

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102 △929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,097 1,901

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 31,238 41,745



 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 

(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  33,511  42,898  76,410    －  76,410

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 297  126  423 ( ) 423    －

計  33,808  43,024  76,833 ( ) 423  76,410

営業利益又は営業損失（△）  △1,295  △1,794  △3,089 ( ) 2,596  △5,685

  
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  15,089  18,121  36,380  6,062  755  76,410    －  76,410

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 44,455  62  10,896  11,187  0  66,602 ( )66,602    －

計  59,545  18,183  47,277  17,250  755  143,012 ( )66,602  76,410

営業利益又は営業損失（△）  △2,533  9  △685  328  90  △2,789 ( )2,896  △5,685



［海外売上高］ 

前第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 

(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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）セグメント利益調整額△2,344百万円は、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） 

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）  17,919  36,383  7,784  966  63,053

Ⅱ 連結売上高（百万円）          76,410

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

 23.5  47.6  10.2  1.3  82.5

   

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  34,563  63,456  98,020  －  98,020

セグメント間の内部売上高又は振替高  322  79  401  △401  －

計  34,885  63,536  98,422  △401  98,020

セグメント利益（営業利益）  2,555  6,782  9,337  △2,344  6,993

（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２四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２四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２四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） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９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  26,728  28,744  7.5

情報・通信機器事業  35,965  59,013  64.1

合計  62,693  87,758  40.0

セグメントの名称 

前第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） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９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  35,628  31,880  △10.5

情報・通信機器事業  43,844  65,264  48.9

合計  79,473  97,144  22.2

セグメントの名称 

前第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９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  8,747  6,184  △29.3

情報・通信機器事業  13,216  17,708  34.0

合計  21,963  23,893  8.8

セグメントの名称 

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９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  33,511  34,563  3.1

情報・通信機器事業  42,898  63,456  47.9

合計  76,410  98,020  28.3
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