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(訂正)「平成 23 年 3 月期 第２四半期決算短信[日本基準](連結)」の 

一部訂正に関するお知らせ 
 
 
 平成 22 年 10 月 27 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期 第２四半期決算短信[日本基準](連

結)」につきまして、一部訂正を要する箇所がありましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 訂正箇所には、下線＿を付しております。 

 

 

記 

 

 

(訂正箇所) 

12 ページ「4. 補足情報 (1) 受注及び販売の状況 ③ 受注残高」 

 

※詳細は次ページ以降をご覧下さい。 

 

 
 
 
 



(訂正前) 
4. 補足情報 

(1) 受注及び販売の状況 

① 受注高 
(単位:百万円) 

事業部門 
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) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

リレー部門 8,992 6,146 15,478

コネクタ部門 1,513 1,318 2,917

入出力デバイス部門 9,148 8,670 17,515

その他 1,907 1,551 3,197

合計 21,562 17,687 39,108

（うち輸出） 9,744 7,444 16,636

比率 (45.2％) (42.1％) (42.5％)

 

② 売上高 
(単位:百万円) 

事業部門 
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) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

リレー部門 7,986 5,045 11,709

コネクタ部門 1,475 1,272 2,811

入出力デバイス部門 8,797 8,204 17,129

その他 1,733 1,429 3,322

合計 19,992 15,951 34,972

（うち輸出） 8,317 6,586 13,986

比率 (41.6％) (41.3％) (40.0％)

 

③ 受注残高 
(単位:百万円) 

事業部門 
当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９月30日) 
前第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 

(平成22年３月31日) 

リレー部門 5,653 2,905 5,515

コネクタ部門 534 504 534

入出力デバイス部門 4,367 4,763 4,677

その他 477 617 323

合計 11,033 8,791 11,050

（うち輸出） 5,493 3,945 5,625

比率 (49.8％) (44.9％) (50.9％)

(注) 受注高、売上高については期中平均相場により円貨に換算し、受注残高については連結決算日の直物相場

により円貨に換算しております。 

 



(訂正後) 
4. 補足情報 

(1) 受注及び販売の状況 

① 受注高 
(単位:百万円) 

事業部門 
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) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

リレー部門 8,992 6,146 15,478

コネクタ部門 1,513 1,318 2,917

入出力デバイス部門 9,148 8,670 17,515

その他 1,907 1,551 3,197

合計 21,562 17,687 39,108

（うち輸出） 9,744 7,444 16,636

比率 (45.2％) (42.1％) (42.5％)

 

② 売上高 
(単位:百万円) 

事業部門 
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) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

リレー部門 7,986 5,045 11,709

コネクタ部門 1,475 1,272 2,811

入出力デバイス部門 8,797 8,204 17,129

その他 1,733 1,429 3,322

合計 19,992 15,951 34,972

（うち輸出） 8,317 6,586 13,986

比率 (41.6％) (41.3％) (40.0％)

 

③ 受注残高 
(単位:百万円) 

事業部門 
当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９月30日) 
前第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 

(平成22年３月31日) 

リレー部門 6,097 2,905 5,515

コネクタ部門 551 504 534

入出力デバイス部門 4,789 4,763 4,677

その他 477 617 323

合計 11,916 8,791 11,050

（うち輸出） 6,376 3,945 5,625

比率 (53.5％) (44.9％) (50.9％)

(注) 受注高、売上高については期中平均相場により円貨に換算し、受注残高については連結決算日の直物相場

により円貨に換算しております。 

以   上 


