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

21年3月期第1四半期 3,778 ― 93 ― △53 ― △271 ―
20年3月期第1四半期 3,248 △9.1 △172 ― △140 ― △160 ―

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1四半期 △23.31 ―
20年3月期第1四半期 △16.08 ―

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1四半期 12,237 5,445 44.0 431.00
20年3月期 11,764 4,943 41.5 488.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,387百万円 20年3月期  4,884百万円

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

（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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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2四半期連結累計期間 7,960 6.3 100 ― △10 ― △200 ― △16.55
通期 16,230 4.0 500 ― 300 ― 60 ― 4.88

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、２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） 

(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。  

(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 
・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。 
・業績予想は、当社グループが現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと異なることがあります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,503,100株 20年3月期  10,002,100株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,524株 20年3月期  3,294株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  11,665,978株 20年3月期第1四半期  9,999,116株
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・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
当社グループが属する第１四半期のコネクタ業界におきましては、携帯電話、薄型テレビ、パソコンなど

のデジタル情報家電、自動車、工作機械などの産業機器を中心に、堅調に推移しています。
一方、米国の景気減速や、原油価格や金・銅などの金属材料価格の上昇が続き、景気の減速感が強まって

おります。
このような状況の中で、当社グループは赤字状況から脱却すべく、経営・組織のスリム化と筋肉体質組織

運営を推進するとともに、コネクタメーカーのコア業務である営業・技術開発・製造・品質をスピードをも
って強化し、「真に強いコネクタメーカー」になる事を課題に取り組んでまいりました。
その結果、売上については前年同期は新統合システムのトラブル等により計画比大幅未達成でしたが、今

期はほぼ計画どおりに推移し3,778百万円となりました。
一方、利益面では、原材料価格の上昇や加工賃増はあったものの、管理可能経費の削減等により営業利益

は黒字に転換しましたが、経常利益以下では海外子会社の当社に対する円建て債務の為替差損や、棚卸資産
の低価法適用等により黒字化には至りませんでした。
第２四半期以降につきましては、更なる価格の低下、原材料価格の上昇などが予想され、経営環境は一層

厳しくなるものと予想されます。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当連結第１四半期における総資産は12,237百万円となり、前連結会計年度末と比べ472百万円の増加となり

ました。これは第三者割当による増資を行ったことなどによるものです。
キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次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、77百万円となりました。税金等調整前四半期純損失の増加と、棚卸資産

の増加によるものです。
(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111百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は783百万円となりました。これは第三者割当による株式を発行したことによ

るものです。
以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ646百万円増加し、

1,892百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想につきましては、平成20年５月12日に発表いたしました平成21年３月期の業績予想に変更はあり

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)

該当事項はありません。

(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
１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四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 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
税金費用につきましては、四半期会計期間を含む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。
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。

(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
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」(企業会計基準第９号)を当第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、税金等調整前四半期純損失が225百万円増加しており

ます。
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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１四半期連結会計期間末

(平成20年６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 2,481,449 1,867,760

受取手形及び売掛金 3,269,575 3,500,020

製品 881,835 783,969

原材料 487,389 640,611

仕掛品 771,298 694,720

貯蔵品 27,480 27,480

その他 355,574 289,438

貸倒引当金 △4,364 △4,364

流動資産合計 8,270,237 7,799,636

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 678,738 692,166

機械装置及び運搬具 512,616 526,304

工具、器具及び備品 1,101,592 1,169,344

土地 438,305 438,305

建設仮勘定 81,663 77,840

有形固定資産合計 2,812,915 2,903,961

無形固定資産 64,960 43,652

投資その他の資産

その他 1,093,016 1,021,340

貸倒引当金 △3,644 △3,644

投資その他の資産合計 1,089,372 1,017,696

固定資産合計 3,967,248 3,965,309

資産合計 12,237,485 11,764,946

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,868,960 1,768,296

短期借入金 812,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 478,082 620,857

未払法人税等 31,184 69,439

賞与引当金 157,301 238,577

設備関係支払手形 167,228 254,857

役員賞与引当金 － 19,220

その他 548,288 567,586

流動負債合計 4,063,044 4,238,833
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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)

固定負債

社債 97,500 97,500

長期借入金 1,441,447 1,258,824

退職給付引当金 952,833 973,825

役員退職慰労引当金 48,834 211,541

その他 187,974 41,100

固定負債合計 2,728,590 2,582,791

負債合計 6,791,634 6,821,625

純資産の部

株主資本

資本金 1,501,758 1,156,620

資本剰余金 1,508,950 1,163,812

利益剰余金 2,062,289 2,334,256

自己株式 △2,196 △2,113

株主資本合計 5,070,801 4,652,576

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 78,340 38,877

為替換算調整勘定 238,217 193,501

評価・換算差額等合計 316,558 232,378

少数株主持分 58,490 58,365

純資産合計 5,445,851 4,943,320

負債純資産合計 12,237,485 11,764,946
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 3,778,652

売上原価 2,910,612

売上総利益 868,040

販売費及び一般管理費 774,720

営業利益 93,320

営業外収益

受取利息 278

受取配当金 5,768

物品売却益 13,721

その他 6,289

営業外収益合計 26,057

営業外費用

支払利息 24,633

為替差損 89,701

新株発行費 58,453

その他 53

営業外費用合計 172,842

経常損失（△） △53,464

特別利益

固定資産売却益 4,168

退職給付引当金戻入額 1,467

その他 1,402

特別利益合計 7,037

特別損失

固定資産除却損 9

たな卸資産評価損 225,607

特別損失合計 225,617

税金等調整前四半期純損失（△） △272,043

法人税、住民税及び事業税 9,626

法人税等調整額 △9,828

法人税等合計 △202

少数株主利益 125

四半期純損失（△） △271,967
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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損失（△） △272,043

減価償却費 190,922

のれん償却額 481

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △81,276

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,992

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △162,707

受取利息及び受取配当金 △6,047

支払利息 24,633

有形固定資産売却損益（△は益） △4,158

たな卸資産評価損 225,607

売上債権の増減額（△は増加） 230,445

たな卸資産の増減額（△は増加） △246,829

仕入債務の増減額（△は減少） 100,664

未払金の増減額（△は減少） △17,676

その他の資産の増減額（△は増加） △41,818

その他の負債の増減額（△は減少） 5,366

新株発行費 58,453

小計 △16,976

利息及び配当金の受取額 7,216

利息の支払額 △26,241

法人税等の支払額 △41,530

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,531

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 △83,535

定期預金の払戻による収入 109,148

投資有価証券の取得による支出 △1,595

有形固定資産の取得による支出 △112,258

有形固定資産の売却による収入 4,722

その他の支出 △27,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,471
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30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 112,000

長期借入金の返済による支出 △160,152

長期借入れによる収入 200,000

株式の発行による収入 631,822

自己株式の取得による支出 △82

財務活動によるキャッシュ・フロー 783,587

現金及び現金同等物に係る換算差額 52,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 646,979

現金及び現金同等物の期首残高 1,245,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,892,611
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
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

当社は、平成20年５月7日付で、松下電工株式会社から第三者割当増資の払い込みを受けました。この結
果、当第１四半期連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ345,138千円増加し、当第１四半
期連結会計期間末において資本金が1,501,758千円、資本剰余金が1,508,950千円となっております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

前第１四半期

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,248,133

Ⅱ 売上原価 2,591,036

　 売上総利益 657,097

Ⅲ 販売費及び一般管理費 829,504

　 営業損失(△) △172,407

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 1,104

　２ 受取配当金 5,167

　３ 作業屑等売却収入 14,024

　４ 為替差益 2,803

　５ その他 32,115 55,215

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 23,152

　２ その他 206 23,359

　 経常損失(△) △140,551

Ⅵ 特別利益

　 固定資産売却益 965 965

Ⅶ 特別損失

　１ 固定資産除却損 30

　２ その他 5,703 5,734

　 税金等調整前四半期純損失(△) △145,321

　 法人税、住民税及び事業税 12,914

　 法人税等調整額 2,563 15,478

　 少数株主利益 △29

　 四半期純損失(△) △160,770
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(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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(△) △145,321

　 減価償却費 183,608

　 のれん償却額 481

　 貸倒引当金の減少額 △975

　 賞与引当金の減少額 △85,325

　 退職給付引当金の減少額 △12,281

　 役員退職慰労引当金の増加額 4,095

　 受取利息及び受取配当金 △6,272

　 支払利息 23,152

　 有形固定資産売却除却益 △934

　 売上債権の減少額 212,992

　 棚卸資産の増加額 △486,768

　 仕入債務の増加額 485,872

　 未払金の増加額 861

　 その他資産の減少額 6,707

　 その他負債の減少額 △157,990

　 小計 21,903

　 利息及び配当金の受取額 6,978

　 利息の支払額 △24,563

　 法人税等の支払額 △33,285

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △28,967

Ⅱ 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 △110,852

　 定期預金の払戻による収入 284,107

　 投資有価証券の取得による支出 △71,904

　 有形固定資産の取得による支出 △126,520

　 有形固定資産の売却による収入 965

　 その他の収入 7,374

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,830

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の純増加額 8,000

　 長期借入金の返済による支出 △135,990

　 長期借入金の借入による収入 215,000

　 自己株式の取得による支出 △25

　 親会社による配当金の支払額 △49,995

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 36,989

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △31,933

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △40,741

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,591,998

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,551,256
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