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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 14,111 △12.1 47 △96.1 △106 ― △161 ―

23年3月期第1四半期 16,056 2.4 1,215 72.0 937 32.7 628 67.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △416百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △91百万円 （―％）

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 △2.21 ―

23年3月期第1四半期 8.51 ―

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1四半期 52,529 29,153 55.3 398.39
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1四半期  29,025百万円 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  ：  有  
 

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 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 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、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) 29,400 △10.9 270 △88.2 170 △90.4 △50 ― △0.69

通期 62,000 0.1 1,700 △38.3 1,600 △36.1 950 △8.5 13.04



(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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 

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1Q 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1Q 6,142,629 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1Q 72,857,234 株 23年3月期1Q 73,812,622 株
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当第１四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及びＬＥＤ照明等の新市場向けは新規の引き合いもあって好調でした。一方、
東日本大震災については、迅速な対応を講じたため売上への影響は軽微に留まりましたが、半導体等の
基幹部品の供給不足により家電等の一部得意先向けが減少しました。また、主要市場である携帯電話向
けについては、スマートフォン向けは堅調でしたが、大手得意先の競争激化及びローエンドモデル向け
の価格低下等の影響を受けました。 
 この結果、当事業の売上高は50億２千６百万円(前年同期比17.4％減)となりました。 
  
(ＦＣ事業部) 
 前期まで好調だった北米スマートフォン向けのスイッチは、得意先の生産調整により減少しました。
リモコンについては、薄型テレビなどの新デジタル家電関連の引き合いが一段落したこと、及び東日本
大震災に伴う基幹部品の供給不足により一部の得意先の生産に支障が発生したこと等のために低水準で
推移しました。また、ユニットは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65億５千２百万円(前年同期比18.0％減)となりました。 
  
(ＴＰ事業部) 
 東日本大震災による基幹部品調達の問題により、一部の自動車関連得意先が影響を受けたものの、カ
ーナビゲーション用タッチパネルは比較的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を背景に新規得意先を含め、引き合いが旺盛でした。  
 この結果、当事業の売上高は24億８千２百万円(前年同期比27.9％増)となりました。 
  
 収益につきましては、新製品の投入、原価低減、及び固定費削減を引き続き推進し、営業利益の確保
に努めましたが、減収及び円高傾向の為替の影響により低調に推移しました。 
 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は141億１千１百万円(前年同期比12.1％減)、営業
利益は４千７百万円(同96.1％減)、経常損失は１億６百万円(前年同期は経常利益９億３千７百万円)、
四半期純損失は１億６千１百万円(前年同期は四半期純利益６億２千８百万円)となりました。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、317億４千３百万円となりました。これは、た
な卸資産が９億４千３百万円増加し、現金及び預金が11億２千１百万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2.0％減少し、207億８千５百万円となりました。これは、有形
固定資産が１億６千４百万円、投資有価証券が１億３千５百万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1.0％減少し、525億２千９百万円となりました。 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて13.0％増加し、189億３千５百万円となりました。これは、
短期借入金が21億１千７百万円増加(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31.0％減少し、44億４千万円となりました。これは、長期借入金が19億
２千６百万円減少(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0.8％増加し、233億７千５百万円となりました。
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、291億５千３百万円となりました。これは、
利益剰余金が４億５千３百万円、その他有価証券評価差額金が６千７百万円、為替換算調整勘定が１億
８千８百万円減少したことなどによります。 
  

平成23年５月13日の平成23年３月期決算発表時に未定としておりました、平成24年３月期第２四半期
(累計)及び平成24年３月期通期の連結業績予想を公表いたしました。なお、当該予想数値に関する事項
は、本日(平成23年７月27日)公表の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」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 7,442 6,321

受取手形及び売掛金 14,841 15,338

商品及び製品 2,572 3,117

仕掛品 648 650

原材料及び貯蔵品 2,452 2,847

その他 3,945 3,516

貸倒引当金 △48 △48

流動資産合計 31,854 31,743

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,637 5,538

その他（純額） 10,608 10,543

有形固定資産合計 16,245 16,081

無形固定資産

のれん 446 386

その他 159 150

無形固定資産合計 605 536

投資その他の資産

その他 4,469 4,283

貸倒引当金 △115 △115

投資その他の資産合計 4,353 4,167

固定資産合計 21,205 20,785

資産合計 53,059 52,529
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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 3,289 3,848

短期借入金 3,206 5,324

未払金 7,691 7,611

未払法人税等 344 200

賞与引当金 770 229

その他 1,459 1,720

流動負債合計 16,761 18,935

固定負債

長期借入金 5,720 3,793

退職給付引当金 15 16

役員退職慰労引当金 125 125

その他 574 504

固定負債合計 6,435 4,440

負債合計 23,197 23,375

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 15,422

自己株式 △3,308 △3,308

株主資本合計 32,917 32,463

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 266 199

為替換算調整勘定 △3,449 △3,637

その他の包括利益累計額合計 △3,182 △3,438

新株予約権 123 123

少数株主持分 4 5

純資産合計 29,862 29,153

負債純資産合計 53,059 52,529
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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 16,056 14,111

売上原価 12,878 12,043

売上総利益 3,177 2,067

販売費及び一般管理費 1,962 2,020

営業利益 1,215 47

営業外収益

受取利息 4 2

受取配当金 30 29

不動産賃貸料 235 156

その他 49 52

営業外収益合計 319 240

営業外費用

支払利息 41 35

不動産賃貸原価 75 71

為替差損 455 244

その他 23 43

営業外費用合計 597 395

経常利益又は経常損失（△） 937 △106

特別利益

固定資産売却益 3 8

新株予約権戻入益 2 －

その他 0 0

特別利益合計 6 8

特別損失

固定資産除却損 0 1

製品補償損失 － 70

その他 0 0

特別損失合計 1 71

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（△）

942 △170

法人税、住民税及び事業税 131 72

法人税等調整額 179 △82

法人税等合計 311 △9

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（△）

630 △160

少数株主利益 2 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 628 △161
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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)

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（△）

630 △160

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △248 △67

為替換算調整勘定 △473 △188

その他の包括利益合計 △722 △255

四半期包括利益 △91 △416

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △94 △416

少数株主に係る四半期包括利益 2 0
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   該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

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) 

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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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 6,087 7,994 1,940 16,021 35 16,056

 セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,087 7,994 1,940 16,021 35 16,056

セグメント利益 
(営業利益)

280 902 9 1,191 24 1,215

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 5,026 6,552 2,482 14,060 51 14,111

 セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 5,026 6,552 2,482 14,060 51 14,111

セグメント利益又は損失(△)
(営業利益)

△37 111 △41 33 14 47
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   該当事項はありません。 

  

(5) 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１四半期連結累計期間 当第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)

(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６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 6,412 36.0 3,595 26.0 △2,816 △43.9

電装部品 2,091 11.7 1,989 14.4 △102 △4.9

通信部品 5,944 33.4 4,861 35.2 △1,083 △18.2

情報事務機部品 2,018 11.3 1,801 13.0 △217 △10.8

電子玩具・家電部品 1,021 5.7 1,285 9.3 263 25.8

その他部品 336 1.9 293 2.1 △43 △12.9

合計 17,824 100.0 13,826 100.0 △3,998 △22.4

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１四半期連結累計期間 当第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)

(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６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 5,131 32.0 3,286 23.3 △1,844 △35.9

電装部品 1,846 11.5 2,080 14.7 233 12.6

通信部品 5,825 36.3 5,200 36.8 △624 △10.7

情報事務機部品 1,863 11.6 1,660 11.8 △202 △10.9

電子玩具・家電部品 1,108 6.9 1,588 11.3 480 43.4

その他部品 281 1.7 294 2.1 13 4.7

合計 16,056 100.0 14,111 100.0 △1,944 △12.1

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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