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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 31,876 △31.3 △1,316 ― △1,648 ― △1,127 ―

23年3月期第1四半期 46,378 △45.7 1,571 △65.8 876 △80.1 473 △82.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △1,349百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △485百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △16.55 ―

23年3月期第1四半期 6.95 6.37

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 141,804 97,350 68.6
23年3月期 156,373 99,721 63.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  97,318百万円 23年3月期  99,690百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 77,000 △19.1 △1,100 ― △1,400 ― △900 ― △13.21

通期 202,000 0.2 1,300 △60.3 1,000 △59.7 300 △79.1 4.40



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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を実施しております。 

※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23年５月13日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。なお、当該予想数値の修正
に関する事項は、本日（平成23年８月５日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
（2）本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、現在入手可能な情報による当社の判断に基づく将来の予想であり、様々な潜在的リスクや不確定要
素を含んだものです。そのため、実際の業績は様々な重要な要素により、記載された見通しと大きく異なる可能性もあり、これらの見通しに過度に依存されないよ
うにお願いします。尚、業績予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の２ページをご参照下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 72,710,084 株 23年3月期 72,710,084 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 4,579,018 株 23年3月期 4,578,944 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 68,131,066 株 23年3月期1Q 68,132,132 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（平成23年４月～平成23年６月）の世界経済は、中国を中心とした新興国市場では、中

国経済に減速懸念があるものの、引き続き好調を持続しております。一方、米国、欧州では、消費・雇用状況の低迷

及び財政・金融不安等による景気回復の遅れや為替の不安定等、先行き不透明な厳しい状況が続いており、日本にお

いても東日本大震災に伴うサプライチェーン（供給網）の混乱や電力不足問題等による影響があり、厳しい状況とな

っております。 

  

 このような状況の下で、当社グループでは、主力のアミューズメント（ゲーム機器）関連向けが低調な推移、携帯

電話を中心とした移動体通信関連につきましては、スマートフォン向けは好調に推移いたしましたが、全体としては

低調な推移、また、薄型テレビ向けは堅調であったもののデジタル家電関連全体では同じく低調な推移、加えて自動

車・車載電装関連市場向けも東日本大震災に伴うサプライチェーンの混乱による顧客での生産調整の影響等により低

調な推移となったことや、為替の円高進行により、非常に厳しい業績となりました。 

  

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、318億76百万円（前年同期比31.3％減）、営業損失は

13億16百万円（前年同期は15億71百万円の営業利益）、経常損失は16億48百万円（前年同期は８億76百万円の経常利

益）、四半期純損失は11億27百万円（前年同期は４億73百万円の四半期純利益）となりました。 

  

 当第１四半期連結累計期間のセグメントの売上高の状況は次のとおりであります。    

 機構部品につきましては、アミューズメント関連部品等の減少により、231億39百万円（前年同期比35.4％減）と

なりました。 

 音響部品につきましては、スマートフォン向けは好調に推移したものの、携帯電話を中心とした全体としての移動

体通信機器用部品の減少により、42億12百万円（前年同期比27.3％減）となりました。 

 液晶表示素子につきましては、自動車関連用部品が、震災での影響があったものの主要顧客での影響が少なかった

ため、30億51百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 

 複合部品その他につきましては、通信機器関連部品等の減少により、14億72百万円（前年同期比21.9％減）となり

ました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権の減少等により前連結会計年度末比145億69百万円減の1,418億

４百万円となりました。又、負債につきましては、仕入債務の減少等により前連結会計年度末比121億97百万円減の

444億54百万円となりました。  

 なお、純資産は、利益剰余金の減少等により前連結会計年度末比23億71百万円減の973億50百万円となり、自己資

本比率は68.6％となりました。  

（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、前連結会計年度末比10億21百万円増の572億65百万

円となりました。 

当第１四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、32億11百万円となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純損失16億50百万円、売上債権の減少138億60百万円、たな卸資産の減少７億44百万円、営業未収入

金の減少９億54百万円、仕入債務の減少108億24百万円によるものであります。 

投資活動による資金の減少は、11億83百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億26百

万円によるものであります。  

 財務活動による資金の減少は、８億78百万円となりました。これは主に、配当金の支払10億21百万円によるもので

あります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想の修正に関しましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、今回の業績予想における為替レートにつきましては、１ＵＳドル＝80円を前提としております。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,091 29,517

受取手形及び売掛金 49,370 35,271

有価証券 25,850 28,401

商品及び製品 5,808 5,365

仕掛品 4,533 4,236

原材料及び貯蔵品 7,946 7,759

その他 8,590 8,099

貸倒引当金 △75 △68

流動資産合計 133,114 118,581

固定資産   

有形固定資産 16,469 16,647

無形固定資産 344 320

投資その他の資産   

投資有価証券 3,919 3,609

その他 2,636 2,718

貸倒引当金 △110 △73

投資その他の資産合計 6,444 6,254

固定資産合計 23,259 23,222

資産合計 156,373 141,804



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,604 18,327

短期借入金 4,373 4,490

未払法人税等 648 230

その他 4,900 4,329

流動負債合計 39,527 27,378

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 10,020 10,018

退職給付引当金 6,295 6,264

その他 809 791

固定負債合計 17,124 17,075

負債合計 56,651 44,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,660 13,660

資本剰余金 19,596 19,596

利益剰余金 75,809 73,659

自己株式 △5,615 △5,615

株主資本合計 103,451 101,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 600 421

為替換算調整勘定 △4,360 △4,404

その他の包括利益累計額合計 △3,760 △3,982

新株予約権 31 31

純資産合計 99,721 97,350

負債純資産合計 156,373 141,804



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 46,378 31,876

売上原価 41,995 30,669

売上総利益 4,382 1,206

販売費及び一般管理費 2,811 2,523

営業利益又は営業損失（△） 1,571 △1,316

営業外収益   

受取利息 14 14

受取配当金 40 33

持分法による投資利益 0 0

その他 32 47

営業外収益合計 86 94

営業外費用   

支払利息 22 12

為替差損 754 412

その他 5 2

営業外費用合計 781 427

経常利益又は経常損失（△） 876 △1,648

特別利益   

固定資産売却益 1 3

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 9 3

特別損失   

固定資産除売却損 5 4

その他 0 0

特別損失合計 6 4

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（△）

879 △1,650

法人税、住民税及び事業税 243 92

法人税等調整額 163 △615

法人税等合計 406 △522

四半期純利益又は四半期純損失（△） 473 △1,127



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 473 △1,127

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △462 △178

為替換算調整勘定 △491 △40

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 △2

その他の包括利益合計 △958 △221

四半期包括利益 △485 △1,349



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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（△）

879 △1,650

減価償却費 1,034 1,082

売上債権の増減額（△は増加） 12,325 13,860

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,947 744

営業未収入金の増減額（△は増加） 511 954

仕入債務の増減額（△は減少） △2,723 △10,824

その他 △346 △763

小計 9,732 3,403

利息及び配当金の受取額 51 44

利息の支払額 △25 △16

法人税等の支払額 △216 △245

法人税等の還付額 41 24

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,583 3,211

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － 42

有形固定資産の取得による支出 △838 △1,226

その他 △10 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △849 △1,183

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） △81 143

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,021 △1,021

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,103 △878

現金及び現金同等物に係る換算差額 △462 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,167 1,021

現金及び現金同等物の期首残高 47,861 56,243

現金及び現金同等物の四半期末残高 55,028 57,265



該当事項はありません。  

  

  

（追加情報）  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

   

  

セグメント別販売実績   

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）その他の注記事項

当第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

４．補足情報

当第1四半期連結累計期間 

自 平成23年4月 1日 

  至 平成23年6月30日 

セグメントの名称 金額（百万円） 構成比 

機構部品 23,139 72.6%

音響部品 4,212 13.2%

液晶表示素子 3,051 9.6%

複合部品その他 1,472 4.6%

合  計 31,876 100.0%
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