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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 11,632 △24.8 △667 ― △515 ― △1,307 ―

21年3月期第3四半期 15,467 ― △593 ― △753 ― △1,146 ―

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

22年3月期第3四半期 △26.92 ―

21年3月期第3四半期 △23.64 ―

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

22年3月期第3四半期 24,324 20,553 82.8 414.51
21年3月期 25,833 22,048 83.6 445.02

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  20,147百万円 21年3月期  21,598百万円

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  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00
22年3月期 ― 4.50 ―

22年3月期 
（予想）

4.50 9.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 15,500 △18.9 △800 ― △650 ― △1,500 ― △30.86
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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 

上記の業績予想は現在入手可能な情報及び合理的に判断した予想であり、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。なお、予想
に関する事項は、添付資料４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 50,709,167株 21年3月期 50,709,167株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 2,104,595株 21年3月期 2,174,320株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 48,569,587株 21年3月期第3四半期 48,506,235株
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 当第３四半期連結累計期間の世界経済は、リーマン・ショックから１年を経過し、中国では景気刺激策により一部

活況を呈しておりますが、欧米は依然として回復には程遠く、日本を含めて全体には厳しい状況が続いております。 

 当社グループの属するエレクトロニクス業界では、日本や中国向け薄型テレビ、エコカー向け自動車電装品、スマ

ートフォンなどが好調でしたが、家電は低迷するなど市場による明暗とメーカーによるばらつきが目立ちました。 

 このような厳しい環境が続く中、当社グループは海外のＯＥＭやＯＤＭの活用を一段と増している日系セットメー

カーや韓国セットメーカーへの対応に注力し、特に中国市場での拡販を重点的に進めてまいりました。損益面では、

グループ全体での原価低減と固定費削減の徹底、生産体制の見直しなどを進め、企業体質の強化を図ってまいりまし

た。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間に

かけて徐々に回復しましたが、116億32百万円（前年同期比24.8%減）に留まりました。損益については経費削減の効

果はあったものの品質不良補償費や一部製品での受注急増納期対応のための航空便輸送などの費用が発生し、営業損

失６億67百万円（前年同期は５億93百万円の営業損失）、経常損失５億15百万円（前年同期は７億53百万円の経常損

失）、繰延税金資産の取崩しなどにより四半期純損失13億７百万円（前年同期は11億46百万円の四半期純損失）とな

りました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ①電子部品事業 

 前面操作ブロック（ＩＣＢ）製品につきましては、主力のビデオカメラ向けはユニットの小型化の影響で低迷を続

けておりますが、一眼レフが好調なデジタルカメラ向けをはじめ自動車電装向けや薄型テレビ向けが第２四半期以降

回復してきております。この結果、当第３四半期連結累計期間のＩＣＢ製品の売上高は49億83百万円（前年同期比

7.2%減）となりました。 

 可変抵抗器製品につきましては、ゲーム機向けを除いて、パソコンやＢＤレコーダー用の光ピックアップ向け半固

定抵抗器など総じて第２四半期以降回復傾向にあります。この結果、当第３四半期連結累計期間の可変抵抗器製品の

売上高は27億93百万円（前年同期比29.6%減）となりました。 

 固定抵抗器製品につきましては、薄型テレビ向けや中国の給湯器向けなどが第２四半期以降順調に回復してきてお

ります。この結果、当第３四半期連結累計期間の固定抵抗器製品の売上高は11億28百万円（前年同期比17.4%減）とな

りました。 

 その他製品につきましては、自動車電装向け基板やカーエレクトロニクス向けスイッチなどが第２四半期以降回復

してきております。この結果、当第３四半期連結累計期間のその他製品の売上高は25億54百万円（前年同期比35.7%

減）となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の当事業の売上高は114億59百万円（前年同期比21.9%減）、営業損失は６億

24百万円（前年同期は６億３百万円の営業損失）となりました。 

 ②その他の事業 

 その他の事業である機械設備の製造販売につきましては、製造業の設備投資が依然として冷え込んでおり、事業の

回復には至っておりません。この結果、当第３四半期連結累計期間の当事業の売上高は１億73百万円（前年同期比

78.1%減）、営業損失は62百万円（前年同期は２百万円の営業損失）となりました。 

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
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（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末に比べ15億９百万円減少し

243億24百万円となりました。その内訳は、流動資産が７億９百万円減少し151億42百万円、固定資産が７億99百万円

減少し91億82百万円となりました。 

 負債は前連結会計年度末に比べ14百万円減少し37億70百万円となりました。その内訳は、流動負債が１億60百万円

減少し30億４百万円、固定負債が１億46百万円増加し７億66百万円となりました。 

 これらの結果、前連結会計年度末に比べ純資産が14億94百万円減少し205億53百万円となり、自己資本比率は前連

結会計年度末83.6％から82.8％に減少いたしました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末に比べ９億21

百万円減少（前年同期は29億39百万円の減少）し、当第３四半期連結会計期間末に62億94百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は28百万円（前年同期は３億23百万円の使用）となりました。これはたな卸資産が３

億61百万円減少（前年同期は55百万円の減少）したこと、売上債権が７億25百万円増加（前年同期は１億55百万円の

増加）したことなどによります 

（投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は５億26百万円（前年同期は13億64百万円の使用）となりました。これは有形固定資

産の取得による支出４億31百万円（前年同期は８億54百万円）、投資有価証券の取得16百万円（前年同期は３億38百

万円）、定期預金の払戻による収入３億49百万円（前年同期は定期預金の預入による支出３億57百万円）などにより

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果使用した資金は３億98百万円（前年同期は８億46百万円の使用）となりました。これは配当金の支

払３億60百万円（前年同期は６億53百万円）などによります。 

 当社グループの売上高は、当期の第１四半期連結会計期間を底にして回復しております。しかしマーケットを見る

と、各国の景気刺激策に影響されて販売が好調だった薄型テレビやエコカーと恩恵を受けなかった家電、市場別には

薄型テレビ、自動車、携帯電話などが好調だった中国市場と全体に消費が低迷している欧米市場というように、商品

でみても地域でみても大きなばらつきがあります。 

 このため当社グループの製品においても、受注の回復がまだ鈍い中で受注が急回復したために生産が追いつかない

ものも一部出て来ております。しかし、ＩＣＢ製品の低迷は売上高の回復を困難にしており、それに伴い利益の確保

も大変難しい状況となっております。その上、当第３四半期連結会計期間において、品質不良品に対する補償費や受

注急増品での納期対応のための輸送費などの費用発生と、繰延税金資産の取崩しを行いましたが、これらは通期の業

績にも直接影響する見込みです。 

 このような市場環境ならびに顧客の生産動向および当社グループの収益改善状況等を考慮して、平成21年５月15日

に公表した通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は本日公表の「業績予想の修正および繰延税金資産の取崩

しに関するお知らせ」をご参照ください。 

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。 

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方式  

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末決

算において算定した貸倒実績率の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定しております。 

③経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 当社及び一部の連結子会社については法人税等の納付額の算定に関して、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して算定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、及び一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末決算において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

一部の連結子会社の税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

 該当事項はありません。  

  

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,939,075 7,720,451

受取手形及び売掛金 4,931,282 4,201,437

有価証券 195,270 115,830

商品及び製品 1,089,315 1,376,774

仕掛品 526,119 564,230

原材料及び貯蔵品 840,016 847,570

その他 635,164 1,042,789

貸倒引当金 △13,847 △17,030

流動資産合計 15,142,397 15,852,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,700,775 2,867,416

機械装置及び運搬具（純額） 2,130,288 2,443,020

その他（純額） 1,136,823 1,215,204

有形固定資産合計 5,967,887 6,525,640

無形固定資産 266,558 344,631

投資その他の資産   

投資有価証券 1,622,147 1,470,972

その他 1,351,884 1,666,660

貸倒引当金 △26,188 △26,188

投資その他の資産合計 2,947,843 3,111,444

固定資産合計 9,182,289 9,981,716

資産合計 24,324,687 25,833,770

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,723,745 1,443,542

短期借入金 105,938 97,750

未払法人税等 57,966 47,748

賞与引当金 249,643 369,344

役員賞与引当金 10,800 15,075

その他 856,278 1,191,665

流動負債合計 3,004,372 3,165,126

固定負債   

退職給付引当金 296,280 290,069

その他 470,091 329,902

固定負債合計 766,371 619,972

負債合計 3,770,743 3,785,098
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,453,078 3,453,078

資本剰余金 5,456,313 5,457,424

利益剰余金 13,623,109 15,310,728

自己株式 △1,065,729 △1,104,172

株主資本合計 21,466,771 23,117,059

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139,661 43,040

為替換算調整勘定 △1,459,253 △1,561,137

評価・換算差額等合計 △1,319,592 △1,518,097

新株予約権 10,527 25,341

少数株主持分 396,237 424,369

純資産合計 20,553,943 22,048,672

負債純資産合計 24,324,687 25,833,770
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 15,467,818 11,632,878

売上原価 11,939,580 8,947,416

売上総利益 3,528,237 2,685,461

販売費及び一般管理費 4,121,764 3,353,374

営業損失（△） △593,526 △667,913

営業外収益   

受取利息 43,736 24,323

受取配当金 39,828 28,529

受取賃貸料 137,096 123,486

有価証券評価益 － 79,440

その他 55,446 98,999

営業外収益合計 276,107 354,778

営業外費用   

支払利息 806 720

固定資産処分損 31,798 14,752

投資有価証券評価損 150,990 －

為替差損 190,587 143,593

その他 61,456 42,923

営業外費用合計 435,638 201,989

経常損失（△） △753,057 △515,124

特別利益   

新株予約権戻入益 － 6,504

子会社清算益 － 22,410

土地売却益 6,895 2,395

特別利益合計 6,895 31,309

特別損失   

投資有価証券評価損 112,098 13,766

特別損失合計 112,098 13,766

税金等調整前四半期純損失（△） △858,260 △497,581

法人税等 221,928 786,173

少数株主利益 66,560 23,931

四半期純損失（△） △1,146,749 △1,307,686
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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損失（△） △858,260 △497,581

減価償却費 1,271,796 1,080,875

子会社清算損益（△は益） － △22,410

新株予約権戻入益 － △6,504

有形固定資産除却損 31,798 14,752

有形固定資産売却損益（△は益） △9,031 △7,796

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,735 △83,891

賞与引当金の増減額（△は減少） △141,374 △119,043

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 △4,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,983 △3,008

受取利息及び受取配当金 △83,565 △52,852

支払利息 806 720

投資有価証券評価損益（△は益） 263,088 △65,673

売上債権の増減額（△は増加） △155,847 △725,374

たな卸資産の増減額（△は増加） 55,753 361,361

仕入債務の増減額（△は減少） 400,757 283,411

未払消費税等の増減額（△は減少） 51,045 105,733

その他 △938,119 △490,336

小計 △88,434 △231,890

利息及び配当金の受取額 83,725 52,852

利息の支払額 △756 △750

法人税等の支払額 △317,712 △152,071

法人税等の還付額 － 303,609

営業活動によるキャッシュ・フロー △323,179 △28,250

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △854,849 △431,796

有形固定資産の売却による収入 27,583 25,893

無形固定資産の取得による支出 △33,228 △485

投資有価証券の取得による支出 △338,365 △16,291

投資有価証券の売却による収入 2,441 －

子会社の清算による収入 167,341 24,900

定期預金の預入による支出 △357,067 △504,865

定期預金の払戻による収入 － 349,048

短期貸付けによる支出 － △1,369

短期貸付金の回収による収入 1,212 2,478

その他 20,471 26,061

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,364,460 △526,427
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 8,389 19,429

短期借入金の返済による支出 △148,340 △11,241

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △455

自己株式の取得による支出 △7,031 △2,353

自己株式の売却による収入 2,371 175

配当金の支払額 △653,312 △360,987

少数株主への配当金の支払額 △48,641 △42,655

財務活動によるキャッシュ・フロー △846,564 △398,087

現金及び現金同等物に係る換算差額 △404,867 30,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,939,072 △921,812

現金及び現金同等物の期首残高 9,043,360 7,215,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,104,287 6,294,177
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）   

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、電子部品の製造販売を主要事業としている電子部品事業と機械設備等の製造販売

他を事業としているその他の事業に区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な製品 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
電子部品事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

  売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  14,676,580  791,237  15,467,818  －  15,467,818

(2) 
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 26,594  180,758  207,352  (207,352)  －

計  14,703,174  971,996  15,675,170  (207,352)  15,467,818

  営業損失（△）  △603,255  △2,046  △605,302  11,775  △593,526

  
電子部品事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

  売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  11,459,767  173,110  11,632,878  －  11,632,878

(2) 
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 765  52,242  53,008  (53,008)  －

計  11,460,533  225,352  11,685,886  (53,008)  11,632,878

  営業損失（△）  △624,363  △62,418  △686,782  18,868  △667,913

事業区分 主要製品

電子部品事業 前面操作ブロック、抵抗器、スイッチ等 

その他の事業 機械設備等 
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国 

(2)北 米……米国 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社

（千円） 
連結 

（千円） 

  売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 9,545,398 5,520,733  401,686  15,467,818  － 15,467,818

(2) 
セグメント間の内部売上高又は振替

高 
5,171,554 7,044,123  5,547  12,221,225  (12,221,225) －

計 14,716,952 12,564,856  407,234  27,689,043  (12,221,225) 15,467,818

  営業利益又は営業損失（△） △514,007 △161,037  13,303  △661,741  68,214 △593,526

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社

（千円） 
連結 

（千円） 

  売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 7,035,547 4,219,567  377,763  11,632,878  － 11,632,878

(2) 
セグメント間の内部売上高又は振替

高 
4,702,295 5,385,871  －  10,088,167  (10,088,167) －

計 11,737,843 9,605,438  377,763  21,721,045  (10,088,167) 11,632,878

  営業損失（△） △600,292 △56,334  △38,994  △695,621  27,708 △667,913
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国他 

(2）北 米……米国他 

(3）その他の地域……イギリス、ドイツ他 

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。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  6,443,743  314,054  24,380  6,782,178

Ⅱ 連結売上高（千円）        15,467,818

Ⅲ 
海外売上高の連結売上高

に占める割合(％) 
 41.7  2.0  0.1  43.8

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,219,922  344,429  11,374  5,575,726

Ⅱ 連結売上高（千円）        11,632,878

Ⅲ 
海外売上高の連結売上高

に占める割合(％) 
 44.8  3.0  0.1  47.9

（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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生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

２．受注状況 

（1）受注高 

（2）受注残高 

３．販売実績 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

前年同四半期比
（％）  

電子部品事業（千円）  11,262,789  78.0

その他の事業（千円）  172,871  20.8

合計（千円）  11,435,661  74.8

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

前年同四半期比
（％）  

電子部品事業（千円）  11,782,845  86.8

その他の事業（千円）  182,396  15.6

合計（千円）  11,965,242  81.1

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

前年同四半期比
（％） 

電子部品事業（千円）  1,702,630  132.7

その他の事業（千円）  88,550  16.0

合計（千円）  1,791,180  97.6

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

前年同四半期比
（％） 

電子部品事業（千円）  11,459,767  78.1

その他の事業（千円）  173,110  21.9

合計（千円）  11,632,878  75.2
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４．製品別販売実績 

  
前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
 (自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

前年同四半期比
（％） 

 金  額 構成比 金  額 構成比   

電子部品事業    ％   ％  

前面操作ブロック（千円）  5,370,901  34.7  4,983,078  42.8  92.8

可変抵抗器（千円）  3,965,580  25.6  2,793,087  24.0  70.4

固定抵抗器（千円）  1,367,300  8.9  1,128,788  9.7  82.6

その他（千円）  3,972,797  25.7  2,554,813  22.0  64.3

小計（千円）  14,676,580  94.9  11,459,767  98.5  78.1

その他の事業    

その他（千円）  791,237  5.1  173,110  1.5  21.9

小計（千円）  791,237  5.1  173,110  1.5  21.9

合計（千円）  15,467,818  100.0  11,632,878  100.0  75.2
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