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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 5,838 2.7 709 △13.3 1,027 △0.5 519 △16.2
20年3月期第1四半期 5,685 11.8 818 △15.6 1,032 6.7 620 0.6

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 42.48 42.51
20年3月期第1四半期 50.72 50.63

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 27,606 20,588 74.3 1,685.86
20年3月期 25,992 19,718 75.6 1,602.50

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  20,520百万円 20年3月期  19,655百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 25.00 25.00

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 11,850 △0.1 1,490 △14.6 1,370 △19.1 770 △39.2 58.56
通期 25,000 5.9 3,760 17.2 3,610 38.1 2,220 17.5 177.11

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

＊業績予定の適正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、多分に不確定は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 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  12,231,894株 20年3月期  12,291,849株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  59,955株 20年3月期  59,850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  12,231,936株 20年3月期第1四半期  12,231,407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１四半期におけるわが国の経済環境は、米国サブプライム住宅ロ－ン問題を背景とする米国経済の失速懸念

や、原油・原材料価格の高騰が企業収益や個人消費に影響を及ぼし、景気の減速傾向が強まり、収益環境は一層厳し

さを増してきました。 

  このような経済環境の下、当社グループは、米国市場の低迷はあるもの欧州、国内を中心として、民生ＡＶ、車載

市場を中心とした深耕やベトナム工場の本格稼動、上海工場の設備合理化により一層の生産性の向上・安定的な経営

基盤づくりを目指し、コスト削減に努めてまいりました。又財務体質の強化のため、たな卸資産の評価についても見

直しを図ってまいりました。 

  以上の結果、売上高は前第１四半期と比較し2.7％増加の５８億３千８百万円となりました。営業利益は、原材料

価格の高騰の影響もあり同13.3％減少の７億９百万円、経常利益は同0.5％減少の１０億２千７百万円、当第１四半

期純利益はたな卸資産評価損８７百万円を計上したこともあり同16.2％減少の５億１千９百万円となりました。  

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の資産は、前期末に比べ、売上債権が３億２千８百万円、たな卸資産が６億６百万円、有形固定資

産が７億２千７百万円、無形固定資産が４千７百万円それぞれ増加したこと等により、資産合計は１６億１千３百万

円増加しました。 

 負債は、前期末に比べ、仕入債務が３億３千５百万円、短期借入金が４億８千９百万円それぞれ増加したこと等に

より、負債合計は７億４千３百円増加しました。 

 純資産は、前期末に比べ、利益剰余金が２億１千３百万円、為替換算調整勘定が６億３千９百万円それぞれ増加し

たこと等により、純資産合計は８億７千万円増加しました。この結果自己資本比率は、74.3％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第1四半期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により４億８千４百万円増加

し、投資活動により７億１千５百万円減少し、財務活動により１億５百万円増加した結果４１億５千７百万円となり

ました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益８億９千９百万円、たな卸資産の増加額４億５

千８百万円、法人税等の支払額１億９千９百万円に対し、減価償却費４億９百万円により、営業活動により獲得した

資金は、４億８千４百万となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に新製品生産設備・合理化設備等の設備投資と基幹システム開発投資の

支出、定期預金の払戻しにより、投資活動の結果使用した資金は、７億１千５百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、株主への配当金の支払２億７千５百万円、短期借入金４億７千５百万円の

結果、１億５百万円の獲得となりました。 

 これにより、当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、１億２千９百万円増加し、４１億５千７百万

円となりました。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は概ね当初予想通りに推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきまして

も、現時点では、平成20年5月12日に公表いたしました業績予想と変更はございません。  

   尚、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。  

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）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。 

（３）簡便な会計処理の適用 
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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。 

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積り 

  簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

  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出する方法に 

  よっております。  

④ 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 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に 

  よっております。 

  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もので、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。 

⑤ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

  連結会社相互間の債権と債務の相殺消去当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲 

  内で当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。連結会社相互間の取引を相殺消去取 

  引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消 

  去しております。 

 (４）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    

    ① 税金費用の計算 

      税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しておりま 

    す。 
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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 4,159 4,310

受取手形及び売掛金 5,896 5,568

商品 14 16

製品 2,014 1,723

仕掛品 629 585

原材料 1,007 743

貯蔵品 162 152

繰延税金資産 124 175

その他 845 752

貸倒引当金 △21 △20

流動資産合計 14,833 14,007

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,361 2,626

減価償却累計額 △1,129 △1,039

建物及び構築物（純額） 2,232 1,587

機械装置及び運搬具 7,542 6,898

減価償却累計額 △3,340 △3,015

機械装置及び運搬具（純額） 4,202 3,882

工具、器具及び備品 8,235 7,450

減価償却累計額 △5,647 △5,258

工具、器具及び備品（純額） 2,588 2,192

土地 837 837

建設仮勘定 1,300 1,932

有形固定資産合計 11,160 10,432

無形固定資産   

ソフトウエア 51 45

ソフトウエア仮勘定 802 768

その他 103 96

無形固定資産合計 958 910

投資その他の資産   

投資有価証券 375 356

その他 450 454

貸倒引当金 △171 △169

投資その他の資産合計 654 640

固定資産合計 12,772 11,984

資産合計 27,606 25,992
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（単位：百万円）

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 2,923 2,588

設備関係支払手形 460 648

短期借入金 739 249

1年内返済予定の長期借入金 153 191

未払法人税等 268 126

賞与引当金 129 233

その他 1,033 934

流動負債合計 5,708 4,973

固定負債   

長期借入金 780 804

退職給付引当金 307 299

役員退職慰労引当金 124 136

その他 96 59

固定負債合計 1,309 1,300

負債合計 7,017 6,273

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,640 5,640

資本剰余金 6,781 6,781

利益剰余金 7,903 7,689

自己株式 △70 △70

株主資本合計 20,255 20,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 1

為替換算調整勘定 252 △387

少数株主持分 68 62

純資産合計 20,588 19,718

負債純資産合計 27,606 25,992
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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：百万円）

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 5,838

売上原価 3,773

売上総利益 2,064

販売費及び一般管理費 1,354

営業利益 709

営業外収益  

受取利息 14

受取配当金 2

為替差益 304

その他 6

営業外収益合計 328

営業外費用  

支払利息 7

その他 4

営業外費用合計 11

経常利益 1,027

特別利益  

固定資産売却益 15

特別利益合計 15

特別損失  

固定資産除却損 50

たな卸資産評価損 87

その他 5

特別損失合計 142

税金等調整前四半期純利益 899

法人税、住民税及び事業税 309

法人税等調整額 64

少数株主利益 5

四半期純利益 519
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 899

減価償却費 409

賞与引当金の増減額（△は減少） △105

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △17

支払利息 7

為替差損益（△は益） △25

固定資産除却損 50

有形固定資産売却損益（△は益） △15

売上債権の増減額（△は増加） 7

たな卸資産の増減額（△は増加） △458

仕入債務の増減額（△は減少） △65

その他 △4

小計 675

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △8

法人税等の支払額 △199

営業活動によるキャッシュ・フロー 484

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 279

有形固定資産の取得による支出 △952

有形固定資産の売却による収入 15

無形固定資産の取得による支出 △42

その他 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △715

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） 475

長期借入金の返済による支出 △75

配当金の支払額 △275

リース債務の返済による支出 △19

自己株式の取得による支出 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 105

現金及び現金同等物に係る換算差額 254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129

現金及び現金同等物の期首残高 4,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,157
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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１四半期連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成20年6月30日） 

 当社グループは単一セグメントに属するコネクタの製造、販売を行っているため該当事項はありません。 

ｂ．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)    （単位：百万円） 

 （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……………中国及び東南アジア地域 

(2）欧州………………ヨーロッパ地域 

(3）その他の地域……北米地域 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」（1）に記載のとおり、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）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で５百万円、

アジアで８百万、その他で２百万円それぞれ減少しております。 

  

ｃ．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 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対する売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中国及び東南アジア地域 

(2) 欧州………………ヨーロッパ地域 

(3) その他の地域……北米地域 

  

  
日本 

  
アジア 

  
欧州 

  

その他の 
地域 

  

計 
  

消去 
又は全社 

  

連結 
  

売上高               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
2,077 2,656 813 290 5,838 - 5,838 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
2,835 2,493 - - 5,329 △5,329 - 

計 4,913 5,149 813 290 11,167 △5,329 5,838 

営業利益又は営業損失 702 238 87 △3 1,024 △314 709 

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,656 813 290 3,760 

Ⅱ 連結売上高(百万円)       5,838 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
45.5 13.9 5.0 64.4 
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（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。 
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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03月期 

第1四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 5,685 

Ⅱ 売上原価 3,599 

売上総利益 2,085 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,267 

営業利益 818 

Ⅳ 営業外収益 294 

Ⅴ 営業外費用 79 

経常利益 1,032 
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科目 

前年同四半期 
（平成20年03月期 

第1四半期） 

金額（百万円） 

Ⅵ 特別利益 34 

Ⅶ 特別損失 18 

税金等調整前四半期純利益 1,048 

税金費用 423 

少数株主利益  4 

四半期純利益 620 
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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03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 

  

税金等調整前当期純
利益 

1,048 

減価償却費 399 

売上債権増加額 △233 

たな卸資産増加額 △149 

仕入債務増加額 159 

その他 △30 

小計 1,193 

利息及び配当金の受
取額 

18 

利息の支払額 △9 

法人税等の支払額 △552 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

649 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入れに
よる支出 

△432 

定期預金の払戻しに
よる収入 

902 

有形固定資産の取得
による支出 

△1,183 

無形固定資産の取得
による支出 

△193 

その他 △92 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

△999 

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 

984 

長期借入金の返済に
よる支出 

△16 

自己株式処分（スト
ックオプション権利
行使）による収入 

7 

配当金の支払額 △222 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

753 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

141 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

544 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

6,972 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
期末残高 

7,517 
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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） 

当社グループは単一セグメントに属するコネクタの製造、販売を行なっているため該当事項はありません。 

  

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） 

                                      （単位：百万円） 

セグメント間の内部売上高又は振替高  

 （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……………中国及び東南アジア地域 

(2）欧州………………ヨーロッパ地域 

(3）その他の地域……北米地域 

  

ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期） 

  日本 アジア 
   欧州 

その他地域 計 
消去又は
全社 

連結 
  

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
1,826 2,761 683 414 5,685 － 5,685 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,758 2,406 － － 5,164 △5,164 － 

計 4,584 5,167 683 414 10,849 △5,164 5,685 

営業費用 4,006 4,736 680 412 9,835 △4,969 4,866 

営業利益又は営業損失 578 430 2 2 1,013 △195 818 

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,761 683 414 3,858 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 5,685 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
48.6 12.0 7.3 67.9 
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