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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 4,086 ― 206 ― 175 ― 118 ―

20年3月期第1四半期 4,323 △3.6 278 △58.8 315 △52.7 666 4.8

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 9.15 ―

20年3月期第1四半期 51.50 ―

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 17,408 8,258 45.2 608.63
20年3月期 17,390 8,560 47.1 632.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,871百万円 20年3月期  8,181百万円

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 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 5.00 7.50

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 9,180 ― 590 ― 610 ― 510 ― 39.43
通期 18,500 △2.3 1,200 △4.4 1,250 △3.7 1,030 △44.4 79.63

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、３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、３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 
１．平成20年５月14日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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。 
２．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。 
 
 
 
 
 
 

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  12,969,000株 20年3月期  12,969,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  35,085株 20年3月期  34,170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  12,934,169株 20年3月期第1四半期  12,937,355株



【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におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市

場の混乱に加え、長期化する原油・原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、また、個人消費も力強さを欠くなど、

先行きの不透明感が一層増す状況となりました。 

 こうした環境の中、当社グループは、顧客に満足される製品を供給することを目的に、今まで以上に品質向上、

納期短縮、コスト削減を徹底して行ってまいりましたが、国内外の半導体メーカー各社が設備投資を抑制するなど

厳しい状況で推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は4,086百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は206百万円

（同25.8％減）、経常利益は175百万円（同44.3％減）、四半期純利益は118百万円（同82.2％減）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 半導体製造装置 

 半導体製造装置については、国内ユーザーの設備投資が前連結会計年度に一巡したことにより、受注は前年同

期に比べ低調で推移いたしましたが、利益面では、中国子会社である山田尖端科技（上海）有限公司の製造技術

能力向上が貢献し前年同期に比べ増加となりました。この結果、売上高は1,475百万円（同13.1％減）、営業利

益は151百万円（同9.0％増）となりました。 

② 金型 

 金型については、設備投資抑制の影響を受け、受注は前年同期に比べ低調で推移いたしましたが、モールド金

型の前連結会計年度末の受注残高を消化することにより、前年同期と同水準の売上高を確保することができまし

た。また、利益面では、競争激化により前年同期に比べ減少となりました。この結果、売上高は1,413百万円

（同3.3％増）、営業利益は229百万円（同7.1％減）となりました。 

③ リードフレーム等 

 リードフレーム等については、受注は堅調に推移いたしましたが、原材料価格の高騰などにより利益面では厳

しい状況となりました。この結果、売上高は1,197百万円（同4.7％減）、営業利益は12百万円（同82.8％減）と

なりました。 

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

 日本においては、大手顧客向け研究開発関連製品の受注が堅調であり、売上高についても前年同期並で推移い

たしましたが、利益面につきましては、リードフレーム等の影響により、前年同期に比べ減少となりました。こ

の結果、売上高は3,061百万円（同1.6％減）、営業利益は327百万円（同22.9％減）となりました。 

② アジア 

 アジア地域においては、台湾を中心とした海外サブコンメーカーが生産を調整したことが影響して、受注高は

低調で推移いたしました。また利益面では、中国子会社である山田尖端科技（上海）有限公司が貢献いたしまし

た。この結果、売上高は1,024百万円（同15.5％減）、営業利益は65百万円（同98.6％増）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、17,408百万円（前連結会計年度末は17,390百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して18百万円増加いたしました。これは主に製品、仕掛品の増加ならびに無形固定資産

の増加によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、9,150百万円（前連結会計年度末は8,830百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して319百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加によるものでありま

す。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、8,258百万円（前連結会計年度末は8,560百万円）とな

り、前連結会計年度末と比較して301百万円減少いたしました。これは主に為替換算調整勘定の減少によるもの

であります。 

 なお、これらの要因により、自己資本比率は45.2％（前連結会計年度末は47.1％）となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と

比較して1,468百万円増加し、当第1四半期末には3,890百万円となりました。 

 当第１四半期連結会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、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、資金は1,455百万円の増加（前年同期は557百万円の増加）となりました。これは主に売上

債権の減少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） 

 投資活動の結果、資金は134百万円の減少（前年同期は139百万円の減少）となりました。これは主に金型等

の生産設備を中心とした有形固定資産の取得ならびにソフトウェアの取得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） 

 財務活動の結果、資金は164百万円の増加（前年同期は89百万円の減少）となりました。これは主に長期借

入による収入によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、原油・原材料価格の高騰による企業収益の圧迫や個人消費の低迷などにより、ユー

ザーの生産調整による設備投資抑制の動きが一層増すものと思われます。 

 当社グループは、経営課題に対する施策を確実に遂行し収益の確保に努めてまいります。 

 なお、業績予想につきましては、平成20年５月14日公表時から変更しておりません。 

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 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

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棚卸資産については、従来、製品・仕掛品において装置及び金型については個別

法による原価法、リードフレームについては主として総平均法による原価法、原材料・貯蔵品において主とし

て移動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、それぞれの評価方法による

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。な

お、従来の方法によった場合に比べて、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。 

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、賃貸借取引にかか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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。なお、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産

の「その他（純額）」に117,384千円計上されており、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。 



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 3,995,278 2,527,212

受取手形及び売掛金 3,593,543 5,024,090

製品 1,179,963 891,471

原材料 648,431 777,374

仕掛品 1,817,655 1,576,890

貯蔵品 7,141 8,202

その他 486,823 656,895

貸倒引当金 △7,503 △16,929

流動資産合計 11,721,332 11,445,208

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,574,274 2,710,212

機械装置及び運搬具（純額） 774,324 917,851

土地 880,839 903,038

その他（純額） 263,297 196,894

有形固定資産合計 4,492,735 4,727,997

無形固定資産 218,327 162,599

投資その他の資産   

関係会社出資金 634,719 722,738

その他 375,529 369,023

貸倒引当金 △33,838 △36,838

投資その他の資産合計 976,410 1,054,923

固定資産合計 5,687,473 5,945,520

資産合計 17,408,806 17,390,728

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,359,831 3,421,405

短期借入金 1,850,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 295,000 317,160

未払法人税等 71,126 184,710

賞与引当金 236,939 315,912

製品保証引当金 55,719 55,928

その他 1,262,956 921,831

流動負債合計 7,131,573 7,066,949

固定負債   

長期借入金 480,000 257,080

退職給付引当金 887,531 887,255

その他 650,946 619,088

固定負債合計 2,018,477 1,763,424

負債合計 9,150,050 8,830,373



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,837,500 5,837,500

利益剰余金 2,448,100 2,394,465

自己株式 △13,169 △12,879

株主資本合計 8,272,430 8,219,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,149 △23,895

為替換算調整勘定 △387,283 △13,313

評価・換算差額等合計 △400,432 △37,208

少数株主持分 386,756 378,479

純資産合計 8,258,755 8,560,355

負債純資産合計 17,408,806 17,390,728



（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 4,086,570

売上原価 3,091,200

売上総利益 995,370

販売費及び一般管理費 788,688

営業利益 206,681

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,775

受取技術料 8,886

その他 22,139

営業外収益合計 32,802

営業外費用  

支払利息 14,370

持分法による投資損失 24,111

為替差損 15,204

売上債権売却損 8,667

その他 1,611

営業外費用合計 63,965

経常利益 175,519

特別利益  

固定資産売却益 2,615

貸倒引当金戻入額 12,832

その他 209

特別利益合計 15,656

特別損失  

固定資産除却損 111

特別損失合計 111

税金等調整前四半期純利益 191,064

法人税、住民税及び事業税 69,376

法人税等調整額 △4,940

法人税等合計 64,435

少数株主利益 8,318

四半期純利益 118,309



（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 191,064

減価償却費 158,736

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,426

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,915

製品保証引当金の増減額（△は減少） △209

退職給付引当金の増減額（△は減少） 275

受取利息及び受取配当金 △1,775

支払利息 14,370

為替差損益（△は益） △5,766

持分法による投資損益（△は益） 24,111

有形固定資産売却損益（△は益） △2,615

有形固定資産除却損 111

売上債権の増減額（△は増加） 1,309,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △509,532

未収消費税等の増減額（△は増加） 97,802

その他の流動資産の増減額（△は増加） 69,690

仕入債務の増減額（△は減少） 48,318

その他の負債の増減額（△は減少） 349,958

その他 7,250

小計 1,661,186

利息及び配当金の受取額 1,775

利息の支払額 △14,819

法人税等の支払額 △192,716

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,455,426

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 △60,585

有形固定資産の売却による収入 1,876

無形固定資産の取得による支出 △70,586

投資有価証券の取得による支出 △149

その他の支出 △5,458

その他の収入 145

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,758

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △399,240

自己株式の取得による支出 △289

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,478

配当金の支払額 △32,121

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,869

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,468,065

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,212

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,890,278



 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 

【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） 

 （注）１．事業は、製品の分類を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

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。 

アジア――シンガポール共和国、タイ王国、中華人民共和国 

  
半導体製造
装置 
（千円） 

金型 
（千円） 

リードフ
レーム等 
（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 
1,475,660 1,413,707 1,197,202 4,086,570 － 4,086,570 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
1,423 1,500 － 2,924 (2,924) － 

  計 1,477,083 1,415,207 1,197,202 4,089,494 (2,924) 4,086,570 

営業利益 151,350 229,571 12,294 393,216 (186,534) 206,681 

半導体製造装置 モールディング装置、リード加工機、テストハンドラー 

金型 モールド金型、リード加工金型、リードフレーム金型、その他金型 

リードフレーム等 リードフレーム 

  
日本 

（千円） 
アジア 
（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 
3,061,610 1,024,959 4,086,570 － 4,086,570 

(2）セグメント間の内部

売上高 
265,575 218,890 484,465 (484,465) － 

  計 3,327,186 1,243,849 4,571,035 (484,465) 4,086,570 

営業利益 327,415 65,800 393,216 (186,534) 206,681 



【海外売上高】 

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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア ── 台湾、中華人民共和国、シンガポール共和国、フィリピン共和国、インドネシア共和国、マレ

ーシア、タイ王国 

その他 ── カナダ 

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。 

（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。 

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,233,111 302 2,233,414 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 4,086,570 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 54.7 0.0 54.7 



「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（千円） 

Ⅰ 売上高 4,323,620 

Ⅱ 売上原価 3,266,589 

売上総利益 1,057,031 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 778,624 

営業利益 278,407 

Ⅳ 営業外収益 60,982 

Ⅴ 営業外費用 24,264 

経常利益 315,125 

Ⅵ 特別利益 425,009 

Ⅶ 特別損失 11,019 

税金等調整前四半期純利益 729,115 

法人税、住民税及び事業税 73,235 

法人税等調整額 △31,838 

少数株主利益 21,469 

四半期純利益 666,248 



（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（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利
益 729,115 

減価償却費 160,530 

貸倒引当金の減少額 △3,308 

賞与引当金の減少額 △77,198 

退職給付引当金の減少額 △395,629 

受取利息及び受取配当金 △1,031 

支払利息 18,489 

為替差益 △6,206 

持分法による投資利益 △7,786 

固定資産売却益 △13 

固定資産処分損 11,019 

売上債権の減少額 358,386 

たな卸資産の増加額 △76,172 

未収消費税等の減少額 57,036 

その他流動資産の増加額 △20,081 

仕入債務の減少額 △281,556 

その他流動負債の増加額 193,461 

その他固定負債の減少額 △7,888 

固定化営業債権の減少額 3,135 

小計 654,301 

利息及び配当金の受取額 1,070 

利息の支払額 △17,918 

法人税等の支払額 △79,459 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 557,994 

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 

△62,588 

有形固定資産の売却によ
る収入 8,213 

投資有価証券の取得によ
る支出 

△150 

定期預金の預入による支
出 

△100,000 

その他の投資活動による
支出 

△1,859 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

その他の投資活動による
収入 16,780 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△139,603 

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 73,400 

長期借入金の返済による
支出 

△161,930 

自己株式の取得による支
出 

△650 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△89,180 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 9,514 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 338,725 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 2,861,808 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 3,200,534 



（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前年同四半期（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 （注）１．事業は、製品の分類を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

【所在地別セグメント情報】 

前年同四半期（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

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。 

アジア――シンガポール共和国、タイ王国、中華人民共和国 

 
半導体製造装置 

（千円） 
金型 

（千円） 

リードフレーム
等 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 1,699,239 1,369,374 1,255,736 4,324,350 (729) 4,323,620 

営業費用 1,560,383 1,122,160 1,184,164 3,866,707 178,505 4,045,213 

営業利益 138,856 247,214 71,572 457,642 (179,235) 278,407 

半導体製造装置 モールディング装置、リード加工機、テストハンドラー 

金型 モールド金型、リード加工金型、リードフレーム金型、その他金型 

リードフレーム等 リードフレーム 

 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 3,282,900 1,331,060 4,613,960 (290,340) 4,323,620 

営業費用 2,858,393 1,297,924 4,156,318 (111,104) 4,045,213 

営業利益 424,506 33,135 457,642 (179,235) 278,407 
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