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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） 

（注）平成19年３月期第３四半期より財務・業績の概況を作成しているため、平成20年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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 11,399 ― 1,364 ― 1,397 ― 958 ―
20年3月期第1四半期 9,586 ― 1,131 ― 1,120 ― 552 ―

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 62.96 ―
20年3月期第1四半期 36.30 ―

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 44,848 21,835 48.7 1,433.70
20年3月期 44,539 22,440 50.4 1,473.34

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  21,824百万円 20年3月期  22,428百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

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 21,400 ― 2,535 ― 2,185 ― 1,093 ― 71.80
通期 46,000 5.5 5,750 5.6 4,800 6.0 2,400 3.1 157.66

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  無  

(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） 

※ 本資料に記載されている連結業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、実際の業績等は様々な
要因により予想と異なる結果となる場合があります。 
 なお、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。  

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  15,222,800株 20年3月期  15,222,800株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  48株 20年3月期  48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  15,222,752株 20年3月期第1四半期  15,222,764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世界経済は、米国経済がサブプライムローン問題に起因する個人消費の低迷

や原油価格等の高騰により景気の減速傾向が強まり、アジア経済も中国が米国経済の景気減速によって輸出の伸び

が鈍化し、物価の上昇に直面して成長率が減少したものの、全体としては依然として新興国経済の拡大が続き、比

較的順調に推移いたしました。　

　わが国経済は、米国経済の景気減速の影響を受けて輸出が伸び悩み、原油価格の高騰等により企業収益が減少に

転じ、個人消費も生活必需品等の値上げにより減少する等、景気の減速が鮮明になりました。

　当社グループの属する電子部品業界は、パソコン、デジタル家電等への需要は依然として根強いものの、原材料

価格の高騰や販売競争の激化により厳しい状況になりました。自動車電装部品業界では、新興国向けの販売が増加

いたしましたが、ガソリン価格の高騰により、国内外市場において大型車から小型車へのシフトが進み、さらに景

気の減速による米国市場の冷え込み等、国内自動車メーカーの販売にも陰りが見え始めました。

　また、半導体製造装置業界では、半導体需要はデジタル家電等を中心として概ね順調でしたが、メモリー製品を

中心に価格競争の激化による価格下落及び原材料価格の高騰により、半導体メーカーが設備投資を一層抑制し、厳

しい状況となりました。

　このような事業環境の中で、当社グループは、電子・電装・精密部品事業において、ノートパソコンの堅調な需

要と無線ＬＡＮの進展により、コネクタ及び同関連部品では主としてノートパソコン及び無線ＬＡＮ向けの細線同

軸コネクタ、ＨＤＤ用機構部品ではノートパソコン向けの２.５インチＨＤＤが共に好調に推移し、自動車電装部

品も減速傾向となった自動車販売に大きな影響を受けることはなく、車載用センサーが比較的順調に推移いたしま

した。

　また、半導体設備事業につきましては、半導体メーカーの設備投資の低迷により、厳しい状況になりました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は11,399百万円（前年同期比18.9％増）、営業利益1,364百万円

（前年同期比20.5％増）、経常利益1,397百万円（前年同期比24.7％増）となり、四半期純利益は在外子会社の留

保利益の税効果会計にかかる為替換算の影響等により、958百万円（前年同期比73.5％増）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における総資産の残高は、前連結会計年度末と比較して309百万円増の44,848百万

円となりました。増加の主な要因は売上高の増加等による受取手形及び売掛金の増加610百万円等であり、減少の

主な要因は減価償却等による有形固定資産の減少253百万円等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の残高は、前連結会計年度末と比較して914百万円増の23,013百万円

となりました。増加の主な要因は、賞与引当金の増加472百万円及び未払法人税等の増加357百万円等によるもので

あります。

　また、純資産の残高は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加836百万円及び円高が進んだことによる為

替換算調整勘定（借方残高）の増加1,434百万円により、21,835百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の世界経済につきましては、新興国経済の拡大が続くものの、世界的な原油・穀物価格の高騰、サブプライ

ムローン問題の影響による米国経済の減速、中国でも輸出の減少等により成長率が鈍化することが予想され、全体

としては景気が減速していくものと思われます。

　日本経済も、米国経済の景気減速によって輸出が伸び悩み、原材料や原油価格の高騰が続き、企業収益及び個人

消費が減少し、景気の減速がさらに進んでいくものと思われます。

　当社グループにつきましては、電子・電装・精密部品事業においては、引き続きノートパソコン等の堅調な需要

を背景にして、コネクタ及び同関連部品では、ノートパソコン、無線ＬＡＮ向けの細線同軸コネクタが、ＨＤＤ用

機構部品ではノートパソコン向けの２.５インチＨＤＤが共に第１四半期連結会計期間の推移を維持し、自動車電

装部品では新興国向けの自動車販売の増加や環境への対応重視から車載用センサーが比較的順調に推移すると考え

ております。

　しかしながら、景気の先行きが不透明な中、国内自動車メーカーの販売の減少等の懸念材料があり、今後の需要

動向は予断を許さず、販売競争も一層、激化するものと思われます。

　また、半導体設備事業においても、半導体メーカーの設備投資意欲は低く、厳しい状況が続くものと思われます。

　したがって、業績は好調に推移しておりますが、現時点においては、平成20年５月27日に公表した業績予想の修

正は行わず、据え置きといたします。



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

　該当事項はありません。

（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　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品、半製品及び仕掛品は総平均法又は個別

法による原価法、原材料は総平均法による原価法、貯蔵品は最終仕入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、製品、半製品及び仕掛品は総平均法又は個別法による原価法（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）、原材料は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）、貯蔵品は最終仕入原価法（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21,642千円減少し、税金等調整前四半期純利益は、107,682千円減

少しております。

　③　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　④　リース取引に関する会計基準の適用

　当社及び国内連結子会社は、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。

　なお、リース取引開始日が当第１四半期連結会計期間開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

つきましては、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。

　この変更による影響は軽微であります。

　⑤　追加情報

　　　　　　　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に見直しを行った結果、当第１四半期連

結会計期間より、機械装置の一部について、耐用年数を７年～12年から６年～12年に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。



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 7,691,097 7,886,936

受取手形及び売掛金 9,037,279 8,426,488

製品 3,581,315 3,470,448

仕掛品 1,520,950 1,495,136

原材料及び貯蔵品 1,502,862 1,673,406

繰延税金資産 960,166 802,204

その他 990,907 922,762

貸倒引当金 △32,150 △34,439

流動資産合計 25,252,428 24,642,944

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,094,454 8,407,357

減価償却累計額 △3,947,279 △3,981,879

建物及び構築物（純額） 4,147,175 4,425,478

機械装置及び運搬具 17,765,103 18,169,429

減価償却累計額 △10,977,042 △11,119,117

機械装置及び運搬具（純額） 6,788,061 7,050,312

工具、器具及び備品 8,175,937 7,939,361

減価償却累計額 △6,349,057 △5,965,648

工具、器具及び備品（純額） 1,826,880 1,973,713

土地 2,820,551 2,860,464

建設仮勘定 2,361,467 1,888,049

有形固定資産合計 17,944,136 18,198,018

無形固定資産   

のれん 65,703 75,570

その他 364,124 264,966

無形固定資産合計 429,827 340,536

投資その他の資産   

繰延税金資産 422,686 438,185

その他 819,858 940,289

貸倒引当金 △20,326 △20,773

投資その他の資産合計 1,222,218 1,357,700

固定資産合計 19,596,182 19,896,255

資産合計 44,848,610 44,539,200



（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 1,736,112 1,714,135

短期借入金 5,074,230 4,391,828

1年内償還予定の社債 876,000 926,000

未払法人税等 1,043,072 685,173

繰延税金負債 104 57

賞与引当金 1,204,683 731,730

その他 1,684,301 1,364,159

流動負債合計 11,618,505 9,813,084

固定負債   

社債 2,681,000 2,842,000

長期借入金 3,848,088 4,349,916

繰延税金負債 3,530,248 3,570,851

退職給付引当金 727,826 714,793

役員退職慰労引当金 184,440 179,640

その他 423,009 628,630

固定負債合計 11,394,612 12,285,831

負債合計 23,013,118 22,098,915

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,287,940 5,287,940

資本剰余金 4,812,216 4,812,216

利益剰余金 12,725,603 11,888,887

自己株式 △140 △140

株主資本合計 22,825,618 21,988,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,818 31,260

為替換算調整勘定 △1,026,560 408,082

評価・換算差額等合計 △1,000,742 439,342

少数株主持分 10,615 12,038

純資産合計 21,835,492 22,440,284

負債純資産合計 44,848,610 44,539,200



（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 11,399,375

売上原価 7,807,884

売上総利益 3,591,490

販売費及び一般管理費 2,227,322

営業利益 1,364,168

営業外収益  

受取利息及び配当金 17,641

為替差益 9,470

和解金 40,000

その他 36,241

営業外収益合計 103,353

営業外費用  

支払利息 53,368

その他 16,372

営業外費用合計 69,740

経常利益 1,397,780

特別利益  

固定資産売却益 5,806

特別利益合計 5,806

特別損失  

固定資産売却損 1,993

固定資産除却損 5,326

たな卸資産評価損 86,040

特別損失合計 93,359

税金等調整前四半期純利益 1,310,227

法人税、住民税及び事業税 539,790

法人税等調整額 △188,217

法人税等合計 351,573

少数株主利益 156

四半期純利益 958,497



　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。

 

　「参考資料」

　前四半期に係る財務諸表等
　（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 9,586,546

Ⅱ　売上原価 6,468,499

売上総利益 3,118,046

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,986,193

　営業利益 1,131,853

Ⅳ　営業外収益 88,054

Ⅴ　営業外費用 99,187

　経常利益 1,120,719

Ⅵ 特別利益 2,985

Ⅶ 特別損失 6,006

　税金等調整前四半期純利
益

1,117,698

　税金費用 565,063

　少数株主利益 89

　四半期純利益 552,545
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