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(注) １ 百万円単位の金額については、単位未満を切り捨てて表示しております。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第93期第２四半期連結累計期間及び第93期第２四半期連結会計期間、第93期の潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失である

ため、記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第93期

第２四半期 
連結累計期間

第94期
第２四半期 
連結累計期間

第93期
第２四半期 
連結会計期間

第94期 
第２四半期 
連結会計期間

第93期

会計期間

自 平成21年
    ４月１日 
至 平成21年 
    ９月30日

自 平成22年
    ４月１日 
至 平成22年 
    ９月30日

自 平成21年
    ７月１日 
至 平成21年 
    ９月30日

自 平成22年 
    ７月１日 
至 平成22年 
    ９月30日

自 平成21年４
月１日 

至 平成22年３
月31日

売上高 (百万円) 61,600 71,773 34,490 36,433 134,134

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) △8,340 2,195 △2,063 1,963 △6,048

四半期(当期)純利益又は純
損失（△）

(百万円) △18,723 670 △12,265 1,260 △18,950

純資産額 (百万円) ― ― 37,356 35,695 37,761

総資産額 (百万円) ― ― 132,418 129,593 131,908

１株当たり純資産額 (円) ― ― 303.36 289.46 306.54

１株当たり四半期(当期) 
純利益又は純損失（△）

(円) △154.17 5.53 △101.00 10.39 △156.05

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― 3.68 ― 9.35 ―

自己資本比率 (％) ― ― 27.8 27.1 28.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,509 2,596 ― ― 5,105

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,480 △4,990 ― ― △4,568

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,685 1,857 ― ― △1,280

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 13,706 11,159 12,114

従業員数 (名) ― ― 9,933 10,152 9,986



  

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

平成22年９月30日現在 

 
(注)  従業員数は就業人員数であります。 

  

平成22年９月30日現在 

 
(注)  従業員数は就業人員数であります。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(名) 10,152

(2) 提出会社の状況

従業員数(名) 1,288



当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格で表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 相手先別販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため、相手先別販売実績及び総販売実 

績に対する割合の記載を省略しました。 

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

半導体デバイス事業 26,787 ―

ＣＣＦＬ事業 1,692 ―

ＰＭ事業 5,517 ―

ＰＳ事業 3,738 ―

合計 37,735 ―

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

半導体デバイス事業 24,985 ― 22,249 ―

ＣＣＦＬ事業 1,549 ― 206 ―

ＰＭ事業 5,177 ― 1,977 ―

ＰＳ事業 5,724 ― 5,037 ―

合計 37,437 ― 29,470 ―

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

半導体デバイス事業 25,501 ―

ＣＣＦＬ事業 1,539 ―

ＰＭ事業 5,264 ―

ＰＳ事業 4,128 ―

合計 36,433 ―



  

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。 

当第２四半期連結会計期間におけるエレクトロニクス業界は、新興国の経済成長並びに景気刺激策の

効果などから、総じて金融危機前の水準まで需要が戻りました。しかしながら、厳しい雇用情勢や個人

消費の回復遅れなどから、米国経済は減速懸念が強まり、中国も景気拡大のテンポが緩やかになるな

ど、世界経済の回復に向けた動きは停滞感を強めました。特に、在庫過剰感からＴＶ市場を中心に調整

局面となったほか、為替市場では急激に円高が進むなど、当社グループを取巻く環境は厳しい状況が続

きました。こうした中、当社グループでは「エコ・省エネ」関連製品の開発・販売に注力するととも

に、「新興国市場」への取組みを強化するなど、コア事業である半導体デバイスを中心に売上規模の拡

大を図ってまいりました。また、固定費の抑制を継続するなど利益確保にも注力してまいりました。こ

の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は364億33百万円と、前年同期に比べ5.6％増加しました。

損益面につきましては、営業利益23億９百万円（前年同期 営業損失18億59百万円）、経常利益19億63

百万円（前年同期 経常損失20億63百万円）となり、四半期純利益は12億60百万円（前年同期 四半期

純損失122億65百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

半導体デバイス事業では、一部のＴＶ市場で受注変調の兆しが見られたものの、液晶ＴＶ向け製

品及びＯＡ・産機向け製品の販売が堅調に推移しました。また、省エネ・省燃費ニーズの高まりや

電装化の進展などから、自動車向け製品の販売が好調を維持しました。特に米国子会社のアレグロ 

マイクロシステムズ インクでは、自動車向け製品の好調な受注に支えられ、業績が大幅に向上し

ました。また白物家電向け製品も、新興国でのインバータ化の進展及び国内での猛暑効果などか

ら、大きく販売を伸ばしました。この結果、当事業の売上高は255億１百万円と、前年同期比50億

67百万円(24.8％)増加しました。また、営業利益は28億20百万円と、前年同期比28億10百万円の大

幅な増加となりました。 

ＣＣＦＬ事業では、引き続き厳しい受注環境が続いたことから、売上高は15億39百万円と、前年

同期比22億32百万円の減少となりました。損益面につきましては、生産体制の適正化及び原価改善

などの採算向上を図りましたが、営業損失88百万円（前年同期 営業損失13億71百万円）を計上す

る結果となりました。  

ＰＭ事業では、液晶ＴＶ向け製品及びＯＡ・産機向け製品の受注が堅調に推移いたしましたが、

部品調達難から売上高は52億64百万円と、前年同期比16億42百万円減少しました。損益面につきま

しては、売上減並びに部材調達難に起因する納期対応コストの増加により、営業損失２億32百万円

（前年同期 営業損失２億20百万円）を計上する結果となりました。 

ＰＳ事業では、通信市場における周波数の再編及び通話品質向上のための設備投資などから、携

帯電話基地局向け製品の販売が好調に推移しました。この結果、当事業の売上高は41億28百万円

と、前年同期比７億50百万円(22.2％)の増加となり、また、営業利益につきましては、３億46百万

円と、前年同期比１億44百万円(71.1％)増加となりました。 

(注) １．当期より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21年３月27日）及び「セグメント

情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しており「半導

体デバイス事業」、「ＣＣＦＬ事業」、「ＰＭ事業」、「ＰＳ事業」の４つのセグメントに区分しております。 

２．上記文章中「半導体デバイス事業」及び「ＣＣＦＬ事業」の前年同期の値は参考として記載しております。 

  

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析



当第２四半期連結会計期間末における資産の部は、1,295億93百万円となり、第１四半期連結会計期

間末より５億40百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が６億59百万円、商品及び

製品が11億91百万円増加し、現金及び預金が13億17百万円減少したことなどによるものであります。 

  負債の部は、938億98百万円となり、第１四半期連結会計期間末より６億19百万円増加いたしまし

た。これは主に、短期借入金が７億30百万円、コマーシャル・ペーパーが10億円増加し、支払手形及び

買掛金が８億69百万円減少したことなどによるものであります。 

  純資産の部は、356億95百万円となり、第１四半期連結会計期間末より78百万円減少いたしました。

これは主に、利益剰余金が34億74百万円増加し、資本剰余金が22億14百万円、為替換算調整勘定が12億

34百万円減少したことなどによるものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、111億59百万円となり、第１四

半期連結会計期間末に比べ13億22百万円の減少となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、３億89百万円のマイナスとなり、前年同四半期に比べ28百万

円の収入減となりました。これは主に、たな卸資産の増加によるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億39百万円のマイナスとなり、前年同四半期に比べ21億４

百万円の支出増となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるもの

であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、19億47百万円のプラスとなり、前年同四半期に比べ53百万円

の収入増となりました。これは主に、配当金の支払額の減少によるものであります。 

  

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

なお、当社では会社の支配に関する基本方針を以下の通り定めております。 

  

①  当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められているた

め、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、 終的には

株主の皆様の意思により決定されるべきであり、当社株式に対する大規模な買付行為に応じて当社株

式を売却するかどうかの判断も、 終的には当該株式を保有する株主の皆様の自由な意思によるべき

ものと考えます。 

しかしながら、当社及び当社グループの経営にあたっては、独自のウエーハプロセスや半導体デバ

イスの製造技術、また回路技術を駆使した電源システムとオプティカルデバイスの組み合わせなど、

幅広いノウハウと豊富な経験が必要になります。さらに、お客様・取引先及び従業員等のステークホ

ルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、それなくしては将来実現することの

できる株主価値を適正に判断することはできません。  

(2) 財政状態の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題



  
当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めており

ますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当

か否かを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適

切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆

様にとっても、かかる買付行為が当社に与える影響や、買付者が考える当社の経営に参画したときの

経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続

保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。 

以上を考慮した結果、当社としましては、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の皆様の

判断のために、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って、買付行為に関する必要

かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後

にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えております。 

 また、大規模な買付行為の中には、当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社株主共同の利益を

著しく損なうものもないとはいえません。当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社

が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社株主共

同の利益を守るために必要であると考えております（以上の当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する考え方について、以下「本基本方針」といいます。）。 

  

②  当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の当社の本基本方針の実現に資する 

  特別な取組み 

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社株主共同の

利益に資するための取組みとして、以下の取組みを実施しております。 

当社は、当社が歩むべき方向性を明確にするため、経営理念を平成15年４月に制定しております。

この理念に則り、半導体をコアビジネスに技術力と創造力の革新に努め、独自技術によるグローバル

な事業展開を進めるとともに、企業に対する社会的要請や環境との調和に対する着実な対応を通じ

て、会社の価値を 大限に高めるべく、確固たる経営基盤の確保に邁進しております。 

2)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループでは、平成21年４月から平成24年３月までの３ヶ年に亘る中期経営計画（以下「本計

画」といいます。）を策定しており、一層の収益力向上のため本計画を推し進めております。本計画

における事業ドメインにつきましては、前回の中期経営計画と同様、パワーエレクトロニクスとオプ

ティカルデバイスと定めており、スローガンにつきましては「The Powerful Leader in P&O（つねに

挑戦、さらに強く)」としております。 

本計画の基本方針として次の事項を定めております。 

 ⅰ) トータルソリューションによる「エコと省エネ」の追求 

 ⅱ) 差別化技術の創造と革新的ものづくりの推進 

 ⅲ) マーケティングの定着と市場密着型営業の徹底 

 ⅳ) グローバル戦略の展開とグループ総合力の発揮 

 ⅴ) 社員一人ひとりの生産性向上 

3)コーポレート・ガバナンス強化 

当社は、経営の効率化、透明性の向上及び健全性の維持を図るべく、取締役会の迅速かつ適確な意

思決定と業務執行の監督機能を強化させる一方、執行役員制度の採用により機動的な業務執行体制の

構築、マネジメント機能の強化を推し進めております。さらに、業務監査室及びＩＲ室の設置を通じ

て、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、経営環境の変化に迅速に対応で

きる経営体制の実現と、事業年度における取締役の経営責任の明確化を図るため、平成20年６月27日

開催の第91回定時株主総会において、取締役の任期を２年から１年に短縮する内容の定款変更を実施

いたしました。 

  

 1)会社の経営の基本方針



  
③ 本基本方針の実現に資する特別な取組みに関する当社取締役会の考え方 

当社取締役会は、上記②の取組みは、当社の企業価値を向上させ、当社株主共同の利益を著しく損

なうような大規模買付行為の可能性を低減させるものであることから、本基本方針の内容に沿うもの

であり、かつ、当社株主共同の利益を損なうものではないと考えております。また、経営に係る基本

方針及び体制強化を定め、これに対する取締役の経営責任の明確化を図っていることから、当社役員

の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

  

④  本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される 

    ことを防止するための取組み（当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策)）の概要 

当社は、平成20年５月９日開催の当社取締役会において、平成20年６月27日開催の当社第91回定時

株主総会の承認をもって、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株

券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買

付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役

会が同意した買付行為は、本対応方針の適用対象からは除外いたします。）を対象とする大規模買付

ルールを設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合と遵守しなかった場合の対応方針（以下、「本

対応方針」といいます。）の採用を決定いたしました。本対応方針の有効期限は、平成23年６月30日

までに開催される第94回定時株主総会終結の時までとします。本対応方針の詳細につきましては、平

成20年５月９日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為への

対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」を当社ウェブサイトにて公表しておりますので、そちら

をご参照下さい。 

  

⑤ 本対応方針が本基本方針に沿うものであること、当社株主共同の利益を損なうものではない 

  こと、及び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由 

1)本対応方針が本基本方針に沿うものであること 

本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為が為された場合の対応方針、独立委員会

の設置、株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。本対応方針は、大規模買付者が

大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び一定の評価

期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者

に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。また、大規模買付ルー

ルが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社株主共同の利益を著しく

損なうものと当社取締役会が判断した場合には、かかる大規模買付者に対して当社取締役会は当社株

主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。このよ

うに本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。 

2)本対応方針が当社株主共同の利益を損なうものではないこと 

上記①で述べた通り、本基本方針は、当社株主共同の利益を尊重することを前提としています。本

対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否

かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保

障することを目的としております。本対応方針によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判

断を行うことができますので、本対応方針が当社株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその

利益に資するものであると考えます。さらに、本対応方針の発効・延長が当社株主の皆様の承認を条

件としており、当社株主が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共

同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。 



  
3)本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが 終的には当社株主の皆様の判断に委ねられ

るべきことを大原則としつつ、当社株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵

守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を

事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動はかかる本対応方針の規定に従っ

て行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様

の承認を要します。また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本対応

方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執

行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を 大限尊

重するものとされています。このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保す

るための手続きも盛り込まれています。以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とする

ものでないことは明らかであると考えております。 

  

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は30億86百万円であります。 

(5) 研究開発活動



当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

①当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、除却等について、重要な変更があったものは次のとおりです。 
  

  アレグロ マイクロシステムズ フィリピン カーモナ インクの製造設備の計画については、

設備投資計画の見直しにより計画を中止し、アレグロ マイクロシステムズ フィリピン インク

にて、③に記載の製造設備の計画を新たに確定いたしました。 
  

②当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、除却等について、完了したものは次のとおりです。 
  

 
  

③当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は次のとお

りです。 
  

 
  

  

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画

会社名 
事業所名

所在地
セグメントの
名称

設備の内容 完了年月
完成後の
増加能力

石川サンケン株式会社 
志賀工場

石川県羽咋郡志賀町
半導体
デバイス

半導体デバイス
製造設備

平成22年８月 ―

会社名 

事業所名
所在地

セグメントの

名称

設備の 

内容

投資予定額
資金調達 

方法

着手及び完了予定
完成後の 

増加能力総額 

(百万円)

既支払額 

(百万円)
着手年月 完了年月

石川サンケン株式会社 

志賀工場

石川県羽咋郡 

志賀町

半導体 

デバイス

半導体 

デバイス

製造設備

365 - 自己資金 平成22年10月 平成23年3月 ―

山形サンケン株式会社
山形県 

東根市
〃 〃 286 - 〃 平成22年10月 平成22年11月 ―

アレグロ 

マイクロシステムズ 

フィリピン インク

フィリピン 

マニラ
〃 〃 391 29 〃 平成22年7月 平成23年1月 ―

アレグロ 

マイクロシステムズ 

フィリピン インク

フィリピン 

マニラ
〃

半導体 

デバイス

建屋拡張

1,005 41 〃 平成22年7月 平成23年7月 ―



 
  

 
  

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。 

  

 
(注) 会社法第448条第1項の規程に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものです。 

  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式                 257,000,000

計                 257,000,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 125,490,302 125,490,302
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 125,490,302 125,490,302 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成22年８月３日(注) ― 125,490 ― 20,896 △15,894 5,225



  

 
(注)  １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次の通りであります。 

   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8,378千株 

   日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）     8,313千株 

  野村信託銀行株式会社（投信口）                     1,525千株 

２ 当社は自己株式を4,107千株（3.27％）所有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。 

  

(6) 【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 8,378 6.67

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,313 6.62

株式会社埼玉りそな銀行
埼玉県さいたま市浦和区常盤
七丁目４番１号

6,011 4.79

ジュニパー 
（常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行）

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF
SAUDI ARABIA 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

3,000 2.39

インターナショナル レクティフ 
ァイアー コーポレーション 
(常任代理人 大和証券キャピタ 
ル・マーケッツ株式会社)

233 KANSAS STREET,EL SEGUNDO,
CA 90245 U.S.A. 
(東京都千代田区丸の内一丁目９番１号)

2,500 1.99

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目７番３号 2,061 1.64

株式会社八十二銀行 
(常任代理人 日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社)

長野県長野市中御所字岡田178番地８
(東京都港区浜松町二丁目11番３号)

1,556 1.24

野村信託銀行株式会社（投信
口）

東京都千代田区大手町二丁目２番２号 1,525 1.21

ファルコン 
(常任代理人 株式会社三菱東京 
UFJ銀行)

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF
SAUDI ARABIA 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号)

1,390 1.10

ザ チェース マンハッタンバ
ンク エヌエイ ロンドン エス 
エル オムニバス アカウント 
(常任代理人 株式会社みずほコ 
ーポレート銀行決済営業部)

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD, ENGLAND 
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

1,234 0.98

計 ― 35,970 28.66



  

平成22年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含ま 

  れております。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が含まれております。 

   自己保有株式                    693株 

  

平成22年９月30日現在 

 
  

 
(注) 上記株価欄の数字はすべて東京証券取引所市場第一部での株価であります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

  

  

  

  

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
 普通株式 
     4,107,000

― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式 
    120,311,000

120,311 ―

単元未満株式
 普通株式 
     1,072,302

― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 125,490,302 ― ―

総株主の議決権 ― 120,311 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
サンケン電気株式会社

埼玉県新座市北野
三丁目６番３号

4,107,000 - 4,107,000 3.27

計 ― 4,107,000 - 4,107,000 3.27

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】

月別
平成22年 
４月 ５月

 
６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 393 422 412 368 347 295

低(円) 351 328 331 325 262 253

３ 【役員の状況】



当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30

日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について



１【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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,335 12,300

受取手形及び売掛金 30,255 32,285

商品及び製品 11,320 10,497

仕掛品 14,812 14,443

原材料及び貯蔵品 11,120 10,821

繰延税金資産 102 106

その他 3,865 3,343

貸倒引当金 △67 △71

流動資産合計 82,744 83,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,413 17,423

機械装置及び運搬具（純額） 15,634 15,816

工具、器具及び備品（純額） 978 899

土地 4,340 4,436

リース資産（純額） 512 528

建設仮勘定 4,558 3,924

有形固定資産合計 ※１  42,438 ※１  43,029

無形固定資産   

ソフトウエア 172 193

その他 615 649

無形固定資産合計 787 842

投資その他の資産   

投資有価証券 1,779 2,252

繰延税金資産 155 144

その他 1,937 2,162

貸倒引当金 △249 △249

投資その他の資産合計 3,623 4,309

固定資産合計 46,849 48,182

資産合計 129,593 131,908



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,816 21,836

短期借入金 16,084 15,642

コマーシャル・ペーパー 16,000 15,000

未払法人税等 452 521

繰延税金負債 208 263

役員賞与引当金 25 －

未払費用 7,478 6,837

その他 664 1,133

流動負債合計 60,730 61,233

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 8,043 8,060

繰延税金負債 613 765

退職給付引当金 3,047 3,053

役員退職慰労引当金 35 33

資産除去債務 60 －

その他 1,368 999

固定負債合計 33,168 32,913

負債合計 93,898 94,147

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,896 20,896

資本剰余金 19,032 21,246

利益剰余金 8,428 5,543

自己株式 △3,904 △3,898

株主資本合計 44,452 43,788

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △57 225

為替換算調整勘定 △9,260 △6,799

評価・換算差額等合計 △9,317 △6,574

新株予約権 302 287

少数株主持分 258 259

純資産合計 35,695 37,761

負債純資産合計 129,593 131,908



(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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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) 

売上高 61,600 71,773

売上原価 58,490 56,761

売上総利益 3,109 15,011

販売費及び一般管理費 ※１  10,809 ※１  12,007

営業利益又は営業損失（△） △7,700 3,003

営業外収益   

受取利息 13 7

受取配当金 14 17

雇用調整助成金 411 －

雑収入 214 189

営業外収益合計 653 213

営業外費用   

支払利息 405 335

製品補償費 12 27

休止固定資産減価償却費 487 －

為替差損 234 400

雑損失 153 258

営業外費用合計 1,294 1,022

経常利益又は経常損失（△） △8,340 2,195

特別利益   

固定資産売却益 0 17

特別利益合計 0 17

特別損失   

固定資産除却損 117 45

固定資産売却損 0 0

減損損失 ※２  9,738 －

特別退職金 19 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 84

投資有価証券評価損 42 37

その他 105 0

特別損失合計 10,023 167

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（△）

△18,363 2,045

法人税等 ※３  382 ※３  1,369

少数株主損益調整前四半期純利益 － 676

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,723 670



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 34,490 36,433

売上原価 30,977 28,058

売上総利益 3,512 8,375

販売費及び一般管理費 ※１  5,372 ※１  6,065

営業利益又は営業損失（△） △1,859 2,309

営業外収益   

受取利息 5 3

受取配当金 0 0

雇用調整助成金 274 －

雑収入 86 97

営業外収益合計 366 100

営業外費用   

支払利息 205 168

製品補償費 7 19

休止固定資産減価償却費 246 －

為替差損 52 134

雑損失 57 124

営業外費用合計 569 446

経常利益又は経常損失（△） △2,063 1,963

特別利益   

固定資産売却益 0 17

特別利益合計 0 17

特別損失   

固定資産除却損 62 38

固定資産売却損 0 0

減損損失 ※２  9,734 －

特別退職金 7 －

投資有価証券評価損 42 37

その他 105 －

特別損失合計 9,952 76

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（△）

△12,015 1,905

法人税等 ※３  24 ※３  638

過年度法人税等 219 －

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,267

少数株主利益 6 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,265 1,260



(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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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) 

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（△）

△18,363 2,045

減価償却費 5,577 4,073

減損損失 9,738 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 689 283

受取利息及び受取配当金 △27 △24

支払利息 405 335

売上債権の増減額（△は増加） △6,496 1,169

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,235 △2,793

仕入債務の増減額（△は減少） 1,094 △1,077

その他 254 377

小計 △1,890 4,392

利息及び配当金の受取額 27 24

利息の支払額 △409 △336

法人税等の支払額 △237 △1,483

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,509 2,596

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 △1,493 △4,962

有形固定資産の売却による収入 53 65

無形固定資産の取得による支出 △55 △76

貸付けによる支出 △5 △9

貸付金の回収による収入 7 18

その他 12 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,480 △4,990

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △1,255 1,538

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 2,000 1,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △56 △108

長期借入れによる収入 5,000 －

長期借入金の返済による支出 △577 △563

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △7 △6

配当金の支払額 △367 △3

少数株主への配当金の支払額 △51 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,685 1,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 36 △419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 731 △955

現金及び現金同等物の期首残高 12,891 12,114

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  13,706 ※１  11,159



当第２四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

 
  

 
  

【継続企業の前提に関する事項】

【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】

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)

 会計処理基準に関する事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ1百万円減少し、税金等調整前

四半期純利益は86百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

60百万円であります。

【表示方法の変更】

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)

 （四半期連結損益計算書関係）

１ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５

号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示し

ております。

２ 前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました営業外収益の「雇用調整助成金」（当第２四

半期連結累計期間２百万円）は、営業外収益の総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「雑収入」

に含めて表示することに変更しております。

３ 前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました営業外費用の「休止固定資産減価償却費」

（当第２四半期連結累計期間64百万円）は、営業外費用の総額の100分の20以下となったため、営業外費用の

「雑損失」に含めて表示することに変更しております。

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

 （四半期連結損益計算書関係）

１ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５

号）の適用により、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示し

ております。

２ 前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業外収益の「雇用調整助成金」（当第２四

半期連結会計期間１百万円）は、営業外収益の総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「雑収入」

に含めて表示することに変更しております。

３ 前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業外費用の「休止固定資産減価償却費」

（当第２四半期連結会計期間29百万円）は、営業外費用の総額の100分の20以下となったため、営業外費用の

「雑損失」に含めて表示することに変更しております。



  

  

 
  

  

 
  

【簡便な会計処理】

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)

 １ 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期連結会計期間末の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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 ２ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

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あたり適用した特有の会計処理】

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)

 税金費用の計算

当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する方法を採用しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定

実効税率を使用する方法によっております。



  

  

 
  

  

 
  

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は121,572百万円

であります。

 ２ 輸出債権譲渡に伴う遡及義務額は893百万円であ

ります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は127,847百万円

であります。

 ２ 輸出債権譲渡に伴う遡及義務額は1,619百万円で

あります。

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

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)

 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次の通りであります。

給与・賞与 4,150百万円

業務委託料 785百万円

梱包発送費 481百万円

退職給付費用 279百万円

役員退職慰労引当金繰入額 4百万円

※２ 減損損失 

当第２四半期連結累計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

用途 場所 種類

半導体事業

CCFL製品製

造設備等

石川サンケン株式会社 

内浦工場 

(石川県鳳珠郡能登町)

機械装置等

福島サンケン株式会社 

(福島県二本松市)
機械装置等

サンケンオプトプロダ

クツ株式会社 

(石川県羽咋郡志賀町)

機械装置等

韓国サンケン株式会社 

(韓国馬山市) 他

建物及び構

築物・機械

装置等

ＰＭ製品 

製造設備等

ピーティー サンケン 

インドネシア 

(インドネシア西ジャ

ワ州ブカシ) 他

機械装置等

遊休資産

石川サンケン株式会社 

志賀工場 

(石川県羽咋郡志賀町) 

他

機械装置等

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次の通りであります。

給与・賞与 4,713百万円

業務委託料 894百万円

梱包発送費 394百万円

退職給付費用 234百万円

役員賞与引当金繰入額 25百万円

役員退職慰労引当金繰入額 3百万円

貸倒引当金繰入額 3百万円

          ――――――――



 
  

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

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)

当社グループは原則として事業セグメントごと

に、遊休資産は個別にグルーピングしておりま

す。 

当第２四半期連結累計期間において、半導体事

業のCCFL製品については、海外メーカーのシェ

ア拡大による競争激化から価格が急落し、ま

た、液晶パネルに使用するCCFL本数の減少及び

LEDのバックライト化の急速な展開に伴う販売数

量の減少により極めて厳しい状況が続くものと

考えられ、計画に基づく投資金額の回収が見込

めなくなったことからCCFL製品に係る資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額（9,341百万円）を減損損失に計上しま

した。このほか、ＰＭ事業については、OA向け

製品が企業のIT投資低迷の影響を受け、引続き

営業損失を計上し、将来キャッシュ・フローが

見込めないことから帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額（129百万円）を減損損失

に計上しました。また、遊休資産については、

半導体事業の一部の製造設備について今後使用

しない意向が明確になったこと等から、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（267

百万円）を減損損失に計上しました。 

その内訳は、建物及び構築物135百万円、機械装

置及び運搬具8,818百万円、工具、器具及び備品

250百万円、ソフトウエア18百万円、その他515

百万円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、建物及び構築物等については、不動

産鑑定士により評価し、機械装置等について

は、主に減価償却計算に用いられている税法規

程等に基づく備忘価額１円により評価しており

ます。また、ソフトウエア及びリース資産につ

きましては正味売却価額を零として評価してお

ります。

※３ 法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

ります。

※３ 法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

ります。



  

  

 
  

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日  
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日  
  至 平成22年９月30日)

 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次の通りであります。

給与・賞与 1,959百万円

業務委託料 410百万円

梱包発送費 254百万円

退職給付費用 138百万円

役員退職慰労引当金繰入額 1百万円

※２ 減損損失 

当第２四半期連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

用途 場所 種類

半導体事業

CCFL製品製

造設備等

石川サンケン株式会社 

内浦工場 

(石川県鳳珠郡能登町)

機械装置等

福島サンケン株式会社 

(福島県二本松市)
機械装置等

サンケンオプトプロダ

クツ株式会社 

(石川県羽咋郡志賀町)

機械装置等

韓国サンケン株式会社 

(韓国馬山市) 他

建物及び構

築物・機械

装置等

ＰＭ製品 

製造設備等

ピーティー サンケン 

インドネシア 

(インドネシア西ジャ

ワ州ブカシ) 他

機械装置等

遊休資産

石川サンケン株式会社 

志賀工場 

(石川県羽咋郡志賀町) 

他

機械装置等

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次の通りであります。

給与・賞与 2,455百万円

業務委託料 456百万円

梱包発送費 203百万円

退職給付費用 165百万円

役員賞与引当金繰入額 12百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2百万円

貸倒引当金繰入額 2百万円

          ――――――――



 
  

  

 
  

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日  
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日  
  至 平成22年９月30日)

当社グループは原則として事業セグメントごと

に、遊休資産は個別にグルーピングしておりま

す。 

当第２四半期連結会計期間において、半導体事

業のCCFL製品については、海外メーカーのシェ

ア拡大による競争激化から価格が急落し、ま

た、液晶パネルに使用するCCFL本数の減少及び

LEDのバックライト化の急速な展開に伴う販売数

量の減少により極めて厳しい状況が続くものと

考えられ、計画に基づく投資金額の回収が見込

めなくなったことからCCFL製品に係る資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額（9,341百万円）を減損損失に計上しま

した。このほか、ＰＭ事業については、OA向け

製品が企業のIT投資低迷の影響を受け、引続き

営業損失を計上し、将来キャッシュ・フローが

見込めないことから帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額（129百万円）を減損損失

に計上しました。また、遊休資産については、

半導体事業の一部の製造設備について今後使用

しない意向が明確になったこと等から、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（263

百万円）を減損損失に計上しました。 

その内訳は、建物及び構築物135百万円、機械装

置及び運搬具8,813百万円、工具、器具及び備品

250百万円、ソフトウエア18百万円、その他515

百万円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、建物及び構築物等については、不動

産鑑定士により評価し、機械装置等について

は、主に減価償却計算に用いられている税法規

程等に基づく備忘価額１円により評価しており

ます。また、ソフトウエア及びリース資産につ

きましては正味売却価額を零として評価してお

ります。

※３ 法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

ります。

※３ 法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

ります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

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)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金 13,949百万円

 引出制限付預金 △243百万円

 現金及び現金同等物 13,706百万円

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金 11,335百万円

 引出制限付預金 △176百万円

 現金及び現金同等物 11,159百万円



  

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第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) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 ストック・オプションとしての新株予約権 

 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

(株主資本等関係)

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 125,490,302

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 4,107,693

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高 
(百万円)

連結子会社 ― ― 302

合計 ― 302

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年11月５日 
取締役会

普通株式 資本剰余金 364 3 平成22年９月30日 平成22年12月３日

 

 

 

 当社は、平成22年６月25日開催の定時株主総会における決議に基づき、平成22年８月３日をもって

下記の通り資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いました。

(1) 準備金の額の減少に関する事項

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部及び利益準備金の全額を減少し、それ

ぞれにつき、その他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振替えました。

① 減少した準備金の額

資本準備金 15,894百万円

利益準備金 1,847百万円

② 増加した剰余金の額

その他資本剰余金 15,894百万円

繰越利益剰余金 1,847百万円

(2) 剰余金処分に関する事項

会社法第452条の規定に基づき、(1)にて振替後の、その他資本剰余金の一部及び別途積立金の全

額を減少し、繰越利益剰余金の欠損を填補いたしました。

① 減少した剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,214百万円

別途積立金 17,300百万円

② 増加した剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 19,514百万円



前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注)１ 事業区分の方法は、製造方法及び製品の類似性等によっております。 

  ２ 各事業の主な製品 

 （１）半導体…………パワーIC、コントロールIC、ホールIC、バイポーラトランジスタ、MOSFET、IGBT、サイ

リスタ、整流ダイオード、発光ダイオード、冷陰極蛍光放電管（CCFL） 

 （２）ＰＭ……………スイッチング電源、トランス、汎用小型無停電電源装置（UPS） 

 （３）ＰＳ……………無停電電源装置（UPS）、インバータ、直流電源装置、高光度航空障害灯システム、各

種電源装置 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
(注)１ 事業区分の方法は、製造方法及び製品の類似性等によっております。 

  ２ 各事業の主な製品 

 （１）半導体…………パワーIC、コントロールIC、ホールIC、バイポーラトランジスタ、MOSFET、IGBT、サイ

リスタ、整流ダイオード、発光ダイオード、冷陰極蛍光放電管（CCFL） 

 （２）ＰＭ……………スイッチング電源、トランス、汎用小型無停電電源装置（UPS） 

 （３）ＰＳ……………無停電電源装置（UPS）、インバータ、直流電源装置、高光度航空障害灯システム、各

種電源装置 

  

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

半導体事業 
(百万円)

ＰＭ事業
(百万円)

ＰＳ事業
(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

24,205 6,907 3,377 34,490 ― 34,490

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

486 18 0 504 (504) ―

計 24,691 6,925 3,377 34,995 (504) 34,490

営業利益又は営業損失(△) △1,362 △220 202 △1,379 (479) △1,859

半導体事業 
(百万円)

ＰＭ事業
(百万円)

ＰＳ事業
(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

43,640 12,244 5,716 61,600 ― 61,600

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,176 35 0 1,212 (1,212) ―

計 44,816 12,279 5,716 62,812 (1,212) 61,600

営業利益又は営業損失(△) △5,947 △715 40 △6,622 (1,077) △7,700



  

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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主な国又は地域 

 （１）アジア…………韓国、中国、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インドネシア、香港 

 （２）北米……………米国 

 （３）欧州……………英国 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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主な国又は地域 

 （１）アジア…………韓国、中国、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インドネシア、香港 

 （２）北米……………米国 

 （３）欧州……………英国 

  

【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)

欧州
(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

21,682 6,495 4,319 1,992 34,490 ― 34,490

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,224 4,071 3,665 1 10,962 (10,962) ―

計 24,907 10,567 7,984 1,993 45,452 (10,962) 34,490

営業利益又は営業損失(△) △2,156 587 39 43 △1,484 (374) △1,859

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(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

39,130 11,061 7,849 3,558 61,600 ― 61,600

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,413 7,708 6,443 3 19,568 (19,568) ―

計 44,544 18,770 14,292 3,561 81,169 (19,568) 61,600

営業利益又は営業損失(△) △7,468 655 △250 52 △7,010 (689) △7,700



  

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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 各区分に属する主な国又は地域 

 （１）アジア…………韓国、中国、香港、台湾 

 （２）北米……………米国、メキシコ 

 （３）欧州……………英国、ドイツ 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 各区分に属する主な国又は地域 

 （１）アジア…………韓国、中国、香港、台湾 

 （２）北米……………米国、メキシコ 

 （３）欧州……………英国、ドイツ 

  

【海外売上高】

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,857 2,526 2,438 19,822

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 34,490

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

43.1 7.3 7.1 57.5

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 26,399 4,552 4,523 35,475

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 61,600

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

42.9 7.4 7.3 57.6



  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は本社に製品別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しており「半導体デバイス事業」、「ＣＣＦＬ事業」、「ＰＭ事業」及び

「ＰＳ事業」の4 つを報告セグメントとしております。 

 「半導体デバイス事業」は、パワーIC、コントロールIC、ホールIC、バイポーラトランジスタ、

MOSFET、IGBT、サイリスタ、整流ダイオード及び発光ダイオード等を製造・販売しております。「ＣＣＦ

Ｌ事業」は、冷陰極蛍光放電管を製造・販売しております。「ＰＭ事業」は、スイッチング電源及びトラ

ンス等を製造・販売しております。「ＰＳ事業」は、無停電電源装置（UPS)、インバータ、直流電源装

置、高光度航空障害灯システム及び各種電源装置等を製造・販売しております。 

  

２  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 

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) 

 
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△1,052百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,056百万円及び棚卸資産の調整額2百万円が含まれております。全社費用は、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

半導体 
デバイス

事業

ＣＣＦＬ
事業

ＰＭ事業 ＰＳ事業

売上高

  外部顧客への売上高 49,986 3,685 11,104 6,997 71,773 － 71,773

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,205 － 208 0 1,415 △1,415 －

計 51,191 3,685 11,312 6,998 73,188 △1,415 71,773

セグメント利益又は損失
（△）

4,412 △311 △475 431 4,056 △1,052 3,003



  
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△536百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△540百万円及び棚卸資産の調整額3百万円が含まれております。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３  報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４  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。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

半導体 
デバイス

事業

ＣＣＦＬ
事業

ＰＭ事業 ＰＳ事業

売上高

  外部顧客への売上高 25,501 1,539 5,264 4,128 36,433 － 36,433

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

627 － 100 0 729 △729 －

計 26,128 1,539 5,365 4,128 37,162 △729 36,433

セグメント利益又は損失
（△）

2,820 △88 △232 346 2,845 △536 2,309



  

  

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日) 

  
社債及びデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結

会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。 
  

 
(*) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。 

  
(注) １  社債の時価の算定方法 

当社の発行する社債の時価は、市場価格によっております。 

２  デリバティブ取引に関する事項 

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日) 

  
対象物の種類が通貨関連のデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなって

おり、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められま

す。 
  

通貨関連 

 
(注) １  時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２  ヘッジ会計が適用されているものはありません。 

  

(金融商品関係)

(単位：百万円)

科目 四半期連結貸借対照表計上額 時価 差額

社債 20,000 20,002 △2

デリバティブ取引(*) 806 806 －

(デリバティブ取引関係)

契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

為替予約取引

 売建

  米ドル 14,251 806 806

合計 14,251 806 806



  

  
１  １株当たり純資産額 

 
  

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

 
(注) １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎 
  

(１株当たり情報)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 
289.46円 306.54円

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 35,695 37,761

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

560 547

 (うち新株予約権（百万円）） (302) (287)

 (うち少数株主持分（百万円）） (258) (259)

普通株式に係る四半期連結会計期間末
(連結会計年度末）の純資産額（百万円）

35,135 37,214

１株当たり純資産額の算定に用いられた四
半期連結会計期間末（連結会計年度末）の
普通株式の数（千株)

121,382 121,400

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

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)

 
１株当たり四半期純損失金額(△) △154.17円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益金額 5.53円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 3.68円

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

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)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金
額(△)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四
半期純損失(△)(百万円)

△18,723 670

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(百万円)

△18,723 670

普通株式の期中平均株式数(千株) 121,449 121,392

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

四半期純利益調整額(百万円) ― 224

(うち子会社の新株予約権(百万円)) ― (224)

普通株式増加数(千株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

― ―



  
  

 
(注) １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

第94期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年11月５日開催の

取締役会において、平成22年９月30日の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

  ①配当の総額                    364百万円 

  ②１株当たりの金額                    ３円 

  ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成22年12月３日 

  

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日)

 
１株当たり四半期純損失金額(△) △101.00円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益金額 10.39円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 9.35円

項目
前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金
額(△)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四
半期純損失(△)(百万円)

△12,265 1,260

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(百万円)

△12,265 1,260

普通株式の期中平均株式数(千株) 121,444 121,387

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

四半期純利益調整額(百万円) ― 125

(うち子会社の新株予約権(百万円)) ― (125)

普通株式増加数(千株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

― ―

(重要な後発事象)

２ 【その他】



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



  

平成２１年１１月４日

サンケン電気株式会社 

取締役会 御中 

  

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

サンケン電気株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間（平成２１年７月１日から平成２１年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２１

年４月１日から平成２１年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンケン電気株式会社及び連結子会社の平

成２１年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累

計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  岩  原  淳  一  ㊞

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  千  葉     彰  ㊞

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  渡  辺  力  夫  ㊞

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



  

平成２２年１１月８日

サンケン電気株式会社 

取締役会 御中 

  

 
  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

サンケン電気株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間（平成２２年７月１日から平成２２年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２２

年４月１日から平成２２年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンケン電気株式会社及び連結子会社の平

成２２年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累

計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  岩  原  淳  一  ㊞

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  千  葉     彰  ㊞

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  渡  辺  力  夫  ㊞

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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