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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 7,354 ― △77 ― 182 ― △227 ―

20年3月期第1四半期 9,195 △7.9 101 △81.5 286 △45.5 86 △79.1

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1四半期 △11.98 ―

20年3月期第1四半期 4.58 ―

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 38,125 23,780 62.3 1,251.85
20年3月期 37,816 23,747 62.7 1,250.17

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  23,752百万円 20年3月期  23,721百万円

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 ― 5.00 ― 3.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

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 15,700 ― 130 ― 90 ― △150 ― △7.91

通期 32,800 △5.7 660 ― 560 ― 60 ― 3.16

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、４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、４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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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 有

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  20,537,875株 20年3月期  20,537,875株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,563,575株 20年3月期  1,563,552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  18,974,311株 20年3月期第1四半期  18,974,647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 

当第１四半期連結会計期間（平成20年４月～平成20年６月）における経済状況は、米国の景気減速や原材料価格

の高騰が続き企業の景況感が悪化するとともに、ガソリンや食料品などの相次ぐ値上げにより個人消費にも停滞感

が見られました。 

当社グループが属する電子部品業界においては、半導体製品の在庫調整や市況低迷により半導体設備投資の抑制

や先送り、企業間競争激化に伴う製品価格の値下げ要請、更には原油や銅など原材料価格上昇による材料価格等の

値上げ要請など、厳しい経営環境にあります。 

このような経済状況のもとで、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、ＥＭＳ事業およびテストソ

リューション事業での減収等により、売上高は7,354百万円（前年同四半期連結会計期間比20.0％減）となりまし

た。損益面におきましては、前述しました半導体設備投資の抑制や先送りの影響を受け検査用ＩＣソケット製品の

販売低迷などが響き、営業損失77百万円（前年同四半期連結会計期間は営業利益101百万円）となりましたが、経

常利益は円安による為替差益などの計上により182百万円（前年同四半期連結会計期間比36.4％減）となりまし

た。四半期純損益は、当第１四半期連結会計期間より適用する「棚卸資産の評価に関する会計基準」による影響額

や固定資産除却損等を特別損失177百万円計上し、税効果会計処理による法人税等調整額196百万円の計上等により

四半期純損失227百万円（前年同四半期連結会計期間は四半期純利益86百万円）となりました。 

部門別の概況は、次のとおりであります。 

[コネクタ事業部門] 

主力の携帯電話向けやパソコン向けカードコネクタ製品は堅調に推移しましたが、アミューズメント向けやテレ

コムネットワーク向け高速伝送用コネクタ製品は低調な推移となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間

の売上高は2,476百万円（前年同四半期連結会計期間比4.2％減）となりました。なお、注力しているソーラーパネ

ル向け各種コネクタ製品は下期からの出荷に向けて生産立ち上げ準備に入っております。 

[テストソリューション事業部門] 

半導体メーカーの設備投資全体の回復ペースは極めて鈍い状況であります。特に半導体検査工程におけるウエハ

ーレベル（前工程）検査へのシフトにより、後工程検査のバーンイン向け主力製品の販売は低調な推移となりまし

た。また、前連結会計年度よりスタートした半導体検査機器等のメンテナンス事業は、小規模ではありますが比較

的堅調な推移となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,500百万円（同23.6％減）となり

ました。なお、テストソケット製品やプローブカード製品については、新規スプリングプローブピン開発やＭＥＭ

Ｓプローブカード開発に注力しております。 

[ＹＦＬＥＸ・光関連・ＥＭＳ事業部門] 

ＹＦＬＥＸ事業では、高速ＦＰＣコネクタ製品とのセット販売で液晶ＴＶやアミューズメント向けに拡販活動を

展開し、ＬＥＤ基板や各種モジュール基板などの製品特性が活かせる製品開発と製造プロセスの改善に取り組んで

きました。また、ＥＭＳ事業においては、基板実装品の部材の自社調達からユーザー調達に切り替えたことにより

大幅な減収となりましたが、不採算製品の整理により収益面での改善を図ることができました。その結果、ＹＦＬ

ＥＸ・光関連・ＥＭＳ事業部門の当第１四半期連結会計期間の売上高は2,377百万円（同28.8％減）となりまし

た。 
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所在地別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

[日本] 

国内においては、ＬＣＤ装置事業の撤退や半導体検査工程でのバーンイン向けＩＣソケット製品などの主力製品

の販売が振るわず、売上高は2,549百万円（同18.1％減）、営業利益194百万円（同54.7％減）となりました。 

[北米] 

北米においては、次世代テレコムネットワーク向け高速伝送用コネクタ製品の立ち上がりは想定よりも鈍く、ま

た、バーンイン向けＩＣソケット製品の販売も低調な推移となったことから、売上高は792百万円（同26.3％

減）、営業利益12百万円（同86.2％減）となりました。 

[アジア] 

アジアにおいては、ＥＭＳ事業における基板実装品の部材の自社調達をユーザー調達に切り替えたことや、主力

のコネクタ製品や検査用ＩＣソケット製品の低調な推移により、売上高は2,868百万円（同22.3％減）となりまし

た。一方、ＥＭＳ事業における不採算製品の整理や半導体検査機器等のメンテナンス事業が比較的堅調に推移した

ことにより、営業利益123百万円（同98.8％増）となりました。 

[欧州] 

欧州においては、ＦＡ機器向け各種コネクタ製品は比較的堅調に推移しましたが、メモリー向け検査用ＩＣソケ

ット製品の販売が振るわず、売上高は1,143百万円（同13.2％減）、営業利益28百万円（同77.0％減）となりまし

た。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、38,125百万円（前連結会計年度末比309百万円増加）とな

りました。流動資産は前連結会計年度末比と同等に推移し、有形固定資産については、主に事業用設備の取得によ

り、167百万円の増加となりました。投資その他の資産につきましても投資有価証券評価差額の増加などもあり、

162百万円の増加となりました。 

負債につきましては、14,345百万円（前連結会計年度末比277百万円増加）となりました。これは主に短期借入

金増加に伴う流動負債が474百万円増加したことによるものであります。 

純資産につきましては、23,780百万円（前連結会計年度末比32百万円増加）となりました。株主資本は、四半期

純損失を計上したことにより278百万円減少しましたが、その他有価証券差額などの評価・換算差額が310百万円増

加しました。 

自己資本比率は前連結会計年度末の62.8％から62.4％へと減少いたしました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月16日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業

況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 
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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） 

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 

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場合に、前連結会計年度

決算において算定した貸倒実績率等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．棚卸資産の評価方法 

四半期連結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．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 

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、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場合に、前連結会計年度決算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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ27,176千円増加しており、税金等調整前四半期純利益は

119,340千円減少しております。 

３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

ただし、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有

権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を適用しております。 

なお、これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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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 5,341,998 5,137,693

受取手形及び売掛金 9,366,453 9,227,489

製品 1,592,534 1,650,507

原材料 1,504,240 1,771,432

仕掛品 600,275 617,025

繰延税金資産 123,455 125,099

その他 952,847 944,128

貸倒引当金 △7,678 △5,335

流動資産合計 19,474,127 19,468,040

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,890,454 3,910,311

機械装置及び運搬具 2,442,843 2,436,052

工具、器具及び備品 2,137,257 2,043,761

土地 3,924,274 4,187,906

リース資産 6,482 －

建設仮勘定 663,803 319,133

有形固定資産合計 13,065,115 12,897,165

無形固定資産   

のれん 101,188 107,575

その他 282,442 302,346

無形固定資産合計 383,630 409,922

投資その他の資産   

投資有価証券 2,734,100 2,611,043

繰延税金資産 59,439 37,865

その他 2,528,908 2,511,162

貸倒引当金 △119,338 △119,138

投資その他の資産合計 5,203,109 5,040,932

固定資産合計 18,651,855 18,348,021

資産合計 38,125,983 37,816,061
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,604,108 4,936,639

短期借入金 5,777,672 5,064,832

未払法人税等 194,234 216,158

引当金 2,900 10,000

繰延税金負債 349,859 220,217

その他 2,000,741 2,007,094

流動負債合計 12,929,515 12,454,941

固定負債   

長期借入金 495,616 749,324

引当金 360,299 428,646

繰延税金負債 433,464 308,493

その他 127,085 126,756

固定負債合計 1,416,465 1,613,220

負債合計 14,345,981 14,068,162

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,013,634 10,013,634

資本剰余金 10,971,518 10,971,518

利益剰余金 4,634,427 4,912,943

自己株式 △2,281,231 △2,281,222

株主資本合計 23,338,349 23,616,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 681,089 585,361

為替換算調整勘定 △266,544 △481,198

評価・換算差額等合計 414,545 104,162

少数株主持分 27,107 26,861

純資産合計 23,780,001 23,747,898

負債純資産合計 38,125,983 37,816,061
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 7,354,673

売上原価 5,502,994

売上総利益 1,851,678

販売費及び一般管理費  

給料 812,785

賞与 113,872

福利厚生費 125,893

運賃諸掛 98,881

旅費及び交通費 69,160

減価償却費 108,406

支払手数料 66,015

賃借料 85,131

雑費 449,150

販売費及び一般管理費合計 1,929,297

営業利益 △77,618

営業外収益  

受取利息 13,179

受取配当金 22,868

その他 274,831

営業外収益合計 310,880

営業外費用  

支払利息 19,210

その他 31,923

営業外費用合計 51,134

経常利益 182,127

特別利益  

固定資産売却益 31,800

特別利益合計 31,800

特別損失  

固定資産除却損 16,112

固定資産売却損 108

たな卸資産評価損 146,517

持分変動損失 14,823

特別損失合計 177,561

税金等調整前四半期純利益 36,366

法人税、住民税及び事業税 66,945

法人税等調整額 196,491

法人税等合計 263,436

少数株主利益 168

四半期純利益 △227,238
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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利益 36,366

減価償却費 520,809

のれん償却額 6,387

受取利息及び受取配当金 △36,048

支払利息 19,210

為替差損益（△は益） △158,811

売上債権の増減額（△は増加） 83,593

たな卸資産の増減額（△は増加） 454,838

仕入債務の増減額（△は減少） △554,402

その他 △19,791

小計 352,151

利息及び配当金の受取額 33,457

利息の支払額 △20,371

法人税等の支払額 △87,158

営業活動によるキャッシュ・フロー 278,078

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 △828,654

有形固定資産の売却による収入 296,317

その他 △44,743

投資活動によるキャッシュ・フロー △577,080

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） 909,100

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △903,708

自己株式の取得による支出 △8

配当金の支払額 △42,107

その他 △18,402

財務活動によるキャッシュ・フロー 394,872

現金及び現金同等物に係る換算差額 108,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,276

現金及び現金同等物の期首残高 5,131,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,335,775
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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 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営業

利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

ｃ．海外売上高 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

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） 

日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

アジア 
（千円） 

欧州 
（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 2,549,754 792,596 2,868,928 1,143,394 7,354,673 － 7,354,673 

(2）セグメント間の内部売上高 1,774,202 9,351 1,463,164 62,723 3,309,441 △3,309,441 － 

計 4,323,956 801,947 4,332,092 1,206,118 10,664,114 △3,309,441 7,354,673 

営業利益 194,424 12,828 123,788 28,699 359,740 △437,359 △77,618 

    北米 アジア 欧州 合計 

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） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 792,596 2,885,104 1,143,394 4,821,095 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 7,354,673 

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

10.8 39.2 15.5 65.6 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 9,195 

Ⅱ 売上原価 6,967 

売上総利益 2,228 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,127 

営業利益 101 

Ⅳ 営業外収益 227 

受取利息 21 

受取配当金  24 

その他  181 

Ⅴ 営業外費用 42 

支払利息  33 

その他  8 

経常利益 286 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 36 

税金等調整前四半期純利益 250 

税金費用 164 

少数株主損失 0 

四半期純利益 86 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

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利益 250 

減価償却費  618 

のれん償却額  29 

受取利息及び受取配当金 △46 

支払利息  33 

売上債権の減少額  1,560 

棚卸資産の増加額  △81 

仕入債務の増加額  46 

その他 △22 

小計 2,389 

利息及び配当金の受取額  54 

利息の支払額  △59 

法人税等の支払額 △140 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,243 

Ⅱ 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  △637 

その他 △70 

投資活動によるキャッシュ・フロー △707 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額  △676 

長期借入れによる収入  700 

長期借入金の返済による支出  △30 

自己株式の取得による支出  △0 

配当金の支払額 △190 

その他 △36 

財務活動によるキャッシュ・フロー △234 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 31 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,332 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,186 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等
物の期首残高 73 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 6,592 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額はいずれも全セグメントに占める割合

が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジア 
（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 5,434 1,096 5,531 1,396 13,458 △4,262 9,195 

営業費用 5,004 1,003 5,469 1,272 12,749 △3,654 9,094 

営業利益 429 93 62 124 709 △608 101 
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