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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 44,600 ― 1,996 ― 3,165 ― 1,710 ―

20年3月期第2四半期 44,031 12.0 3,807 14.9 3,904 1.8 2,337 0.1

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

21年3月期第2四半期 22.76 22.75
20年3月期第2四半期 30.44 30.41

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

21年3月期第2四半期 68,892 33,345 48.3 444.33
20年3月期 66,737 32,386 48.5 427.75

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  33,301百万円 20年3月期  32,377百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 86,600 △1.2 3,600 △36.3 5,100 17.9 2,800 33.7 37.36

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧下さい。  

(3) 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（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もの）

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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20年４月25日に公表いたしました連結業績予想は、通期を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20年10月
27日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであって、実際の業績は様々な要因によって予想値と異なる場合があり得ることをご承知おきく
ださい。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 79,000,000株 20年3月期 79,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 4,052,854株 20年3月期 3,307,091株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 75,161,631株 20年3月期第2四半期 76,812,333株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国の大手金融機関の業績悪化に端を発する金融不安
により減速傾向が急速に強まっており、欧州さらには従来比較的好調を維持していた新興国経済への懸念
も顕在化するなど、世界的に景気後退の可能性が高まっております。 
 また、原材料の価格乱高下も、今後の景気に対しての不安材料となっております。 
 日本経済も、改善を続けていた企業収益の悪化が避けられず、設備投資も鈍化傾向が顕著になり、株式
市場も米国市場の動揺を受けて大きく低落するなど、先行きへの不透明感が一段と強まっていると思われ
ます。 
 当電子部品業界におきましては、順調な拡大を続けてきた携帯電話に陰りが見られるほか、薄型テレビ
などのデジタル家電も伸び悩んでおり、自動車向け部品が世界的な自動車の需要低迷と生産調整のあおり
を受けて低調に推移するなど、全体として需要は厳しい環境を迎えていると思われます。 
 このような状況のもとで、当社グループは積極的な新製品の投入と価格競争力の向上によるシェアの拡
大、営業力の強化などに努めてまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は446億円(前年同
期比1.3％増)となりました。 
 各市場別の状況は次のとおりです。 
 映像・音響部品市場につきましては、薄型テレビ用部品が市場拡大に伴い堅調に推移するとともに、シ
リコンオーディオプレーヤー向けコネクタが好調でありましたが、ＤＶＤ、オーディオ機器向け部品の低
迷、また、北米市場のセットトップボックス向け部品も低調であったため、全体としては、前年同期比
4.2％減の130億９千５百万円となりました。 
 電装部品市場では車載用地上波デジタル放送チューナー向け部品が寄与したため、前年同期比8.4％増
の38億５千６百万円となりました。 
 通信部品市場につきましては、海外大手得意先向けコネクタが低調でしたが、海外得意先向けのスマー
トフォン用のコネクタ、スイッチ等が好調に推移したため、前年同期比3.3％増の190億４千４百万円とな
りました。 
 情報事務機部品市場につきましては、デジタルスチルカメラ向け部品が低迷しましたが、海外向けＡＴ
Ｍ用部品等の売上が伸長したため、前年同期比8.4％増の47億５千６百万円となりました。 
 電子玩具・家電部品市場につきましては、テレビゲーム機向けが減少したため、低調に推移いたしまし
た。また、給湯器、サニタリー等の住宅設備機器用部品も低迷したため、前年同期比11.0％減の29億１千
９百万円となりました。 
 収益につきましては、価格下落、主力工場における原材料費、労務費の増加による原価率の上昇に対
し、積極的な拡販及び継続的な原価低減活動を推進して営業利益の確保に努めました。 
 以上の結果、営業利益は19億９千６百万円(前年同期比47.6％減)、経常利益は31億６千５百万円(同
18.9％減)、四半期純利益は17億１千万円(同26.8％減)となりました。 
 なお、前年同期比は参考として記載しております。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.5％増加し、421億１千４百万円となりました。これは、現金
及び預金が13億９千８百万円、受取手形及び売掛金が21億１千５百万円それぞれ増加し、未収入金が７億
６千５百万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1.6％減少し、267億
７千７百万円となりました。これは、有形固定資産が８億９千２百万円増加し、投資有価証券が９億４千
７百万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3.2％増加し、688億９千２百万円となりました。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、281億２千１百万円となりました。これは、支払
手形及び買掛金が２億５千７百万円増加し、未払金が５億２千２百万円減少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19.7％増加し、74億２千４百万円となりました。これは、長期借入
金が12億７千１百万円増加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3.5％増加し、355億４千６百万円となりました。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.0％増加し、333億４千５百万円となりました。これは、利
益剰余金が10億２百万円増加したことなどによります。 
  

当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成20年４月25日に公表いたしました通期の連結・個別業
績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日(平成20年10月27日)公表の
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

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。 
  

  

  一部の連結子会社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、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おります。 
 また、重要性の乏しい連結子会社において、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前
年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっており
ます。 
  

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前
四半期純利益が125百万円それぞれ減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  
③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  
④ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と
して計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

  

４. その他
(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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５. 【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20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 8,616 7,217 

受取手形及び売掛金 22,945 20,830 

製品 4,459 4,726 

原材料 2,649 2,615 

仕掛品 789 770 

その他 2,725 3,438 

貸倒引当金 △70 △66 

流動資産合計 42,114 39,532 

固定資産 

有形固定資産 20,092 19,200 

無形固定資産 

のれん 693 756 

その他 222 152 

無形固定資産合計 915 908 

投資その他の資産 

その他 6,037 7,364 

貸倒引当金 △268 △269 

投資その他の資産合計 5,769 7,095 

固定資産合計 26,777 27,204 

資産合計 68,892 66,737 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 5,120 4,863 

短期借入金 13,556 13,637 

未払金 6,400 6,922 

未払法人税等 795 283 

賞与引当金 1,017 977 

その他 1,230 1,465 

流動負債合計 28,121 28,149 

固定負債 

社債 300 300 

長期借入金 6,313 5,041 

退職給付引当金 13 13 

役員退職慰労引当金 358 388 

その他 438 458 

固定負債合計 7,424 6,201 

負債合計 35,546 34,351 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,996 7,996 

資本剰余金 12,365 12,370 

利益剰余金 17,742 16,740 

自己株式 △2,635 △2,264 

株主資本合計 35,469 34,843 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △324 △160 

為替換算調整勘定 △1,844 △2,304 

評価・換算差額等合計 △2,168 △2,465 

新株予約権 25 － 

少数株主持分 18 8 

純資産合計 33,345 32,386 

負債純資産合計 68,892 66,737 
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(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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 44,600 

売上原価 37,679 

売上総利益 6,920 

販売費及び一般管理費 4,924 

営業利益 1,996 

営業外収益 

受取利息 41 

受取配当金 62 

不動産賃貸料 445 

為替差益 859 

その他 149 

営業外収益合計 1,558 

営業外費用 

支払利息 158 

不動産賃貸原価 140 

その他 91 

営業外費用合計 389 

経常利益 3,165 

特別利益 

固定資産売却益 36 

その他 9 

特別利益合計 46 

特別損失 

固定資産除却損 28 

投資有価証券評価損 157 

その他 0 

特別損失合計 186 

税金等調整前四半期純利益 3,025 

法人税、住民税及び事業税 1,107 

法人税等調整額 206 

法人税等合計 1,314 

少数株主利益 0 

四半期純利益 1,710 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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 3,025 

減価償却費 2,579 

のれん償却額 90 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △83 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 

前払年金費用の増減額（△は増加） △424 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29 

受取利息及び受取配当金 △104 

支払利息 158 

固定資産除却損 28 

売上債権の増減額（△は増加） △1,943 

たな卸資産の増減額（△は増加） 261 

仕入債務の増減額（△は減少） △100 

その他 △3 

小計 3,456 

利息及び配当金の受取額 111 

利息の支払額 △168 

法人税等の支払額 △129 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,270 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 20 

有形固定資産の取得による支出 △3,180 

有形固定資産の売却による収入 51 

投資有価証券の売却による収入 505 

貸付けによる支出 △28 

貸付金の回収による収入 26 

その他 △108 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,714 

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） 1,428 

長期借入れによる収入 1,500 

長期借入金の返済による支出 △1,738 

自己株式の取得による支出 △399 

自己株式の売却による収入 12 

配当金の支払額 △519 

財務活動によるキャッシュ・フロー 284 

現金及び現金同等物に係る換算差額 135 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 976 

現金及び現金同等物の期首残高 7,073 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 134 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,185 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結累計期間において、電子部品事業以外の事業を行っていないため、単一セグメントと

なっております。このため事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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おります。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア……………シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国、フィリピン 

(2) 北米………………アメリカ、メキシコ 

(3) その他の地域……イギリス、ベルギー、ハンガリー 

３ 【定性的情報・財務諸表等】４．その他に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益は、日本において38百万円、アジアにおいて83百万円、北米にお

いて２百万円、その他の地域において０百万円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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おります。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域 

(1) アジア……………シンガポール、マレーシア、中国、台湾、韓国他 

(2) 北米………………アメリカ他 

(3) 欧州………………イギリス、ベルギー他 

(4) その他の地域……ブラジル他 

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あります。 

  

 該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(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

17,971 15,882 10,096 649 44,600 ― 44,600

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

17,815 14,220 88 102 32,226 (32,226) ―

計 35,787 30,103 10,185 751 76,827 (32,226) 44,600

営業利益又は営業損失(△) 1,162 △249 1,117 △66 1,963 (△32) 1,996

【海外売上高】

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 19,792 10,590 2,066 449 32,898

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 44,600

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

44.4 23.8 4.6 1.0 73.8

(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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「参考資料」

前年同四半期にかかる財務諸表

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 44,031

Ⅱ 売上原価 35,893

   売上総利益 8,137

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,329

   営業利益 3,807

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 93

 ２ 受取配当金 112

 ３ 賃貸料 440

 ４ その他 113 759

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 135

 ２ 為替差損 345

 ３ 租税公課 46

 ４ 減価償却費 52

 ５ その他 81 662

   経常利益 3,904

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 76

 ２ その他 13 90

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 28

 ２ 減損損失 125

 ３ 貸倒引当金繰入額 5

 ４ その他 0 160

   税金等調整前中間純利益 3,834

   法人税、住民税及び事業税 1,146

   法人税等調整額 348 1,495

   少数株主利益 1

   中間純利益 2,337
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 3,834

 ２ 減価償却費 2,081

 ３ 退職給付引当金の減少額(△) △414

 ４ 役員退職慰労引当金の増加額 21

 ５ 受取利息及び受取配当金 △205

 ６ 支払利息 135

 ７ 為替差益(△) △3

 ８ 固定資産除却損 28

 ９ 減損損失 125

 10 売上債権の増加額(△) △2,227

 11 たな卸資産の増加額(△) △1,812

 12 仕入債務の増加額 1,567

 13 その他 1,573

    小計 4,704

 14 利息及び配当金の受取額 200

 15 利息の支払額 △135

 16 法人税等の支払額 △1,264

    営業活動によるキャッシュ・フロー 3,505

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入れによる支出 △764

 ２ 定期預金の払戻しによる収入 1,002

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △3,092

 ４ 有形固定資産の売却による収入 257

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △9

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △109

 ７ 貸付けによる支出 △119

 ８ 貸付金の回収による収入 71

 ９ 事業譲受による支出 △1,327

    投資活動によるキャッシュ・フロー △4,091

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増加額 791

 ２ 長期借入れによる収入 3,350

 ３ 長期借入金の返済による支出 △1,266

 ４ 自己株式の取得による支出 △772

 ５ 自己株式の売却による収入 13

 ６ 配当金の支払額 △604

    財務活動によるキャッシュ・フロー 1,512

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 928

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,562

Ⅶ 連結子会社減少による現金及び現金同等物の減少額 △3

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 8,486
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６. その他の情報 
 
受注及び販売の状況 
 
① 受注実績 

（単位：百万円、％） 
前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間  

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日)

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年９月 30 日)

増減 
市場別 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 
映像・音響部品 14,546 31.2 13,557 30.5 △989 △6.8 
電装部品 3,715 7.9 3,841 8.6 126 3.4 
通信部品 19,404 41.6 19,069 42.8 △334 △1.7 
情報事務機部品 4,841 10.4 4,562 10.3 △278 △5.7 
電子玩具・家電部品 3,386 7.2 2,624 5.9 △761 △22.5 
その他部品 781 1.7 855 1.9 74 9.5 

合計 46,674 100.0 44,511 100.0 △2,163 △4.6 
 

(参考)前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日)
市場別 

金額 構成比 
映像・音響部品 26,989 30.0 
電装部品 7,708 8.6 
通信部品 36,878 41.0 
情報事務機部品 9,348 10.4 
電子玩具・家電部品 6,969 7.7 
その他部品 2,037 2.3 

合計 89,931 100.0 
 
 
② 販売実績 

（単位：百万円、％） 
前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間  

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日)

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年９月 30 日)

増減 
 市場別 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 
映像・音響部品 13,666 31.0 13,095 29.4 △571 △4.2 
電装部品 3,556 8.1 3,856 8.6 300 8.4 
通信部品 18,432 41.9 19,044 42.7 611 3.3 
情報事務機部品 4,387 10.0 4,756 10.7 369 8.4 
電子玩具・家電部品 3,282 7.4 2,919 6.5 △362 △11.0 
その他部品 705 1.6 928 2.1 222 31.5 

合計 44,031 100.0 44,600 100.0 569 1.3 
 

(参考)前連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日)
市場別 

金額 構成比 
映像・音響部品 26,755 30.5 
電装部品 7,424 8.5 
通信部品 35,969 41.0 
情報事務機部品 8,897 10.2 
電子玩具・家電部品 6,745 7.7 
その他部品 1,866 2.1 

合計 87,659 100.0 
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