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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 28,515 △13.6 △42 ― △540 ― △590 ―

23年3月期第2四半期 33,002 2.2 2,284 39.0 1,766 37.7 1,159 23.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,435百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 39百万円 （―％）

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2四半期 △8.10 ―

23年3月期第2四半期 15.71 ―

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

24年3月期第2四半期 51,611 28,066 54.1 384.80
23年3月期 53,059 29,862 56.0 408.12

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  27,930百万円 23年3月期  29,734百万円

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 ― 5.00 ― 4.00 9.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 6.00 6.00

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、対前期増減率）

（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

通期 60,800 △1.8 700 △74.6 300 △88.0 400 △61.5 5.51



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 
２．当社は、平成23年10月27日に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。当日使用した決算説明資料については、開催後速
やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

4.  その他

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2Q 79,000,000 株 23年3月期 79,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 6,416,083 株 23年3月期 6,142,417 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 72,834,016 株 23年3月期2Q 73,793,204 株
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当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は以下のとおりです。 
  
(ＣＳ事業部) 
 太陽光発電モジュールおよびＬＥＤ照明などの新市場向けは新規の引き合いもあって大きく売上を伸
ばしました。自動車向けについては東日本大震災後の得意先の復旧が進んだことから好調に推移しまし
た。携帯電話向けについては、海外を主とするスマートフォン向けは好調でしたが、大手得意先の競争
激化およびローエンドモデル向けの価格低下などの影響を受けました。 
 この結果、当事業の売上高は109億１千９百万円(前年同期比13.4％減)となりました。 
  
(ＦＣ事業部) 
 スイッチは、海外スマートフォン向けが得意先の生産調整の影響を受けて減少しました。リモコンに
ついては新製品の投入によるエアコン向けおよび自動車向けは好調でしたが、薄型テレビ向けは、東日
本大震災の影響はほぼ一段落したものの、国内および欧州などの海外市況の低迷により、低水準で推移
しました。またユニットはスマートフォン向けのアンテナの引き合いが旺盛でしたが、北米セットトッ
プボックス向けが落ち込んだ影響を受けました。 
 この結果、当事業の売上高は123億２千４百万円(前年同期比24.1％減)となりました。 
  
(ＴＰ事業部) 
 カーナビゲーション用タッチパネルが東日本大震災後の得意先の生産回復と海外から旺盛な引き合い
もあって好調に推移いたしました。携帯電話向けについては、スマートフォンへの需要シフトが大きく
進展していることを背景に新規得意先を含め、高水準で推移しました。 
 この結果、当事業の売上高は51億６千２百万円(前年同期比26.7％増)となりました。 
  
 収益につきましては、当社グループは原価低減の推進、諸費用の抑制等、利益確保のための諸施策を
推進してきましたが、売上高の減少に加えて、為替の円高進行、価格の下落、原材料価格の高騰等の影
響を受け、前年同期に対して減益となりました。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は285億１千５百万円(前年同期比13.6％減)、営業
損失は４千２百万円(前年同期は営業利益22億８千４百万円)、経常損失は５億４千万円(前年同期は経
常利益17億６千６百万円)、四半期純損失は５億９千万円(前年同期は四半期純利益11億５千９百万円)
となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.9％減少し、312億４千４百万円となりました。これは、現
金及び預金が６億３千２百万円、たな卸資産が１億１千６百万円減少したことなどによります。固定資
産は、前連結会計年度末に比べて4.0％減少し、203億６千６百万円となりました。これは、有形固定資
産が２億４千７百万円、投資有価証券が３億９千１百万円減少したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、516億１千１百万円となりました。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて25.0％増加し、209億４千７百万円となりました。これは、
短期借入金が52億１千９百万円増加(主に長期借入金からの振替)したことなどによります。固定負債
は、前連結会計年度末に比べて59.6％減少し、25億９千７百万円となりました。これは、長期借入金が
37億５千３百万円減少(主に短期借入金への振替)したことなどによります。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％増加し、235億４千５百万円となりました。
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.0％減少し、280億６千６百万円となりました。これは、
利益剰余金が８億８千２百万円、その他有価証券評価差額金が２億２千万円、為替換算調整勘定が６億
２千６百万円減少したことなどによります。 
  

第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成23年７月27日に公表いたしました平成24年３月期通期
の連結業績予想を本資料において修正いたしました。なお、当該予想数値に関する事項は、本日(平成
23年10月25日)公表の「第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご
参照ください。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績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

(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。 
  

  

該当事項はありません。 
  
  

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

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,442 6,810

受取手形及び売掛金 14,841 15,305

商品及び製品 2,572 2,632

仕掛品 648 514

原材料及び貯蔵品 2,452 2,410

その他 3,945 3,616

貸倒引当金 △48 △43

流動資産合計 31,854 31,244

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,637 5,389

その他（純額） 10,608 10,608

有形固定資産合計 16,245 15,998

無形固定資産

のれん 446 324

その他 159 145

無形固定資産合計 605 470

投資その他の資産

その他 4,469 4,014

貸倒引当金 △115 △115

投資その他の資産合計 4,353 3,898

固定資産合計 21,205 20,366

資産合計 53,059 51,611
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,289 3,376

短期借入金 3,206 8,426

未払金 7,691 6,925

未払法人税等 344 218

賞与引当金 770 575

その他 1,459 1,424

流動負債合計 16,761 20,947

固定負債

長期借入金 5,720 1,966

退職給付引当金 15 17

役員退職慰労引当金 125 132

その他 574 481

固定負債合計 6,435 2,597

負債合計 23,197 23,545

純資産の部

株主資本

資本金 7,996 7,996

資本剰余金 12,352 12,352

利益剰余金 15,876 14,993

自己株式 △3,308 △3,383

株主資本合計 32,917 31,959

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 266 46

為替換算調整勘定 △3,449 △4,075

その他の包括利益累計額合計 △3,182 △4,029

新株予約権 123 130

少数株主持分 4 5

純資産合計 29,862 28,066

負債純資産合計 53,059 51,611
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(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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 33,002 28,515

売上原価 26,775 24,573

売上総利益 6,226 3,941

販売費及び一般管理費 3,942 3,983

営業利益又は営業損失（△） 2,284 △42

営業外収益

受取利息 7 5

受取配当金 30 29

不動産賃貸料 471 315

その他 87 111

営業外収益合計 596 461

営業外費用

支払利息 83 70

不動産賃貸原価 147 140

為替差損 845 683

その他 37 64

営業外費用合計 1,114 959

経常利益又は経常損失（△） 1,766 △540

特別利益

固定資産売却益 5 25

新株予約権戻入益 2 0

その他 1 0

特別利益合計 9 27

特別損失

固定資産除却損 68 23

製品補償損失 － 108

その他 0 9

特別損失合計 69 141

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（△）

1,706 △654

法人税、住民税及び事業税 402 138

法人税等調整額 142 △203

法人税等合計 544 △64

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

1,161 △589

少数株主利益 2 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,159 △590
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四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

1,161 △589

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △339 △220

為替換算調整勘定 △782 △626

その他の包括利益合計 △1,122 △846

四半期包括利益 39 △1,435

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 36 △1,436

少数株主に係る四半期包括利益 2 0
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(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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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（△）

1,706 △654

減価償却費 1,659 1,635

のれん償却額 75 92

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 2

前払年金費用の増減額（△は増加） 44 259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44 7

受取利息及び受取配当金 △37 △34

支払利息 83 70

固定資産除却損 68 23

売上債権の増減額（△は増加） △994 △1,359

たな卸資産の増減額（△は増加） △718 △189

仕入債務の増減額（△は減少） 1,385 1,124

未払金の増減額（△は減少） 697 △555

その他 △854 △46

小計 3,073 376

利息及び配当金の受取額 26 26

利息の支払額 △84 △69

法人税等の支払額 △271 △373

法人税等の還付額 38 202

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,783 162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △52 △99

定期預金の払戻による収入 10 41

有形固定資産の取得による支出 △1,819 △1,930

有形固定資産の売却による収入 14 83

無形固定資産の取得による支出 － △18

投資有価証券の売却による収入 0 0

貸付けによる支出 △30 △15

貸付金の回収による収入 94 20

その他 △8 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,791 △1,887

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） △1,327 1,692

長期借入金の返済による支出 △202 △189

自己株式の取得による支出 △85 △74

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △589 △290

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,203 1,137

現金及び現金同等物に係る換算差額 △202 △99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,414 △687

現金及び現金同等物の期首残高 8,749 7,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,335 6,695
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   該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

(単位：百万円) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース、不動産賃貸

及びファクタリング事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．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 

(単位：百万円) 

 
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース、不動産賃貸

及びファクタリング事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
その他 
(注)

四半期連結
損益計算書 
計上額ＣＳ事業部 ＦＣ事業部 ＴＰ事業部 計

 売上高

 外部顧客への売上高 12,615 16,238 4,074 32,927 75 33,002

 セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 12,615 16,238 4,074 32,927 75 33,002

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益)

592 1,636 △7 2,221 63 2,284

報告セグメント
その他 
(注)

四半期連結
損益計算書 
計上額ＣＳ事業部 ＦＣ事業部 ＴＰ事業部 計

 売上高

 外部顧客への売上高 10,919 12,324 5,162 28,405 110 28,515

 セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,919 12,324 5,162 28,405 110 28,515

セグメント利益又は損失(△)
(営業損失)

△86 43 △35 △78 36 △42
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   該当事項はありません。 

  

(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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①受注実績 

（単位：百万円、％）

 
  

 
  

②販売実績 

（単位：百万円、％）

 
 

 
  

４．補足情報

受注及び販売の状況(市場別)

市場別

前第２四半期連結累計期間 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)

(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

増減
 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

映像・音響部品 10,570 31.6 6,689 23.9 △3,881 △36.7

電装部品 4,205 12.6 4,614 16.5 409 9.7

通信部品 12,023 35.9 9,996 35.7 △2,027 △16.9

情報事務機部品 3,852 11.5 3,543 12.7 △309 △8.0

電子玩具・家電部品 2,177 6.5 2,639 9.4 461 21.2

その他部品 655 1.9 491 1.8 △163 △25.0

合計 33,485 100.0 27,973 100.0 △5,511 △16.5

市場別

(参考)前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
  至 平成23年３月31日)

金額 構成比

映像・音響部品 17,585 28.1

電装部品 8,590 13.7

通信部品 22,610 36.1

情報事務機部品 7,363 11.7

電子玩具・家電部品 5,289 8.4

その他部品 1,229 2.0

合計 62,670 100.0

市場別

前第２四半期連結累計期間 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)

(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

増減
 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

映像・音響部品 10,511 31.8 6,805 23.9 △3,706 △35.3

電装部品 4,039 12.2 4,306 15.1 267 6.6

通信部品 11,899 36.1 10,387 36.4 △1,511 △12.7

情報事務機部品 3,780 11.5 3,496 12.3 △284 △7.5

電子玩具・家電部品 2,180 6.6 2,970 10.4 790 36.2

その他部品 591 1.8 548 1.9 △42 △7.3

合計 33,002 100.0 28,515 100.0 △4,486 △13.6

市場別

(参考)前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
  至 平成23年３月31日)

金額 構成比

映像・音響部品 18,284 29.5

電装部品 8,226 13.3

通信部品 22,438 36.2

情報事務機部品 7,197 11.6

電子玩具・家電部品 4,611 7.5

その他部品 1,157 1.9

合計 61,914 100.0
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