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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 12,903 ― 527 ― 513 ― 246 ―
20年3月期第2四半期 13,036 12.0 763 △9.7 724 0.6 569 28.7

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2四半期 16.07 ―
20年3月期第2四半期 37.15 ―

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2四半期 25,364 13,660 53.9 890.91
20年3月期 26,661 13,816 51.8 900.98

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,660百万円 20年3月期  13,816百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 25,144 △9.7 855 △50.4 814 △48.4 400 △63.2 26.09

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） 

１．平成20年10月24日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 
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2四半期  15,348,407株 20年3月期  15,348,407株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  14,878株 20年3月期  13,498株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  15,334,125株 20年3月期第2四半期  15,337,016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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融システムへの不安及び景気後退懸念の拡大を背

景とし、輸出の伸び悩みや企業の設備投資が抑制されてきたことに加え、原油・原材料の高騰による物価上昇の影響

を受け個人消費が停滞する等、景気悪化のテンポが夏以降急速に進んで参りました。

　当社グループが属する電子部品業界におきましては、これまで拡大基調で順調に推移しておりました携帯電話の成

長鈍化や自動車需要の低迷の影響を受け、市場は調整局面の様相を呈して参りました。

 このような状況のもとで、当社グループは、鍍金ラインの量産体制の確立や品質の更なる向上を通じて、生産性の

向上及び製造原価の低減に努めて参りましたが、主力製品であり、今期大幅な売上増を見込んでおりました携帯電話

向けのマイクロピッチコネクタや、車載向けの表面実装（ＳＭＤ）タイプのＬＥＤ用部品の受注が第２四半期以降急

激に減退することとなり、その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は129億３百万円（前年同期比1.0％減）と

なりました。また、営業利益は５億２千７百万円（同30.9％減）、経常利益は５億１千３百万円（同29.1％減）、四

半期純利益は２億４千６百万円（同56.8％減）となりました。なお、前年同期比は参考数値として表示しております。

製品群別の業績は次のとおりであります。

① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム

　当製品群は、車載向け、民生用機器向けが主なものであります。需要は新興国向けを中心に比較的堅調に推移して

おりますが、世界的な景気減速懸念の影響から一部の顧客から生産調整及びコストダウン要請等の動きが広がりはじ

めております。当製品群の売上高は38億５千８百万円（前年同期比11.3％減）となりました。

② オプト用リードフレーム

　当製品群は、ＬＥＤ用部品及びレーザー用部品が主なものであります。環境意識の高まりや原油価格の高騰により

低消費電力のＬＥＤの需要が高まっております。当社におきましても主力製品として位置付け積極的な展開を進めて

参りました。前期後半から第１四半期にかけて、順調に推移して参りましたが、第２四半期に入り、表面実装タイプ

の需要が軟調になる等、景気後退懸念の影響が見えて参りました。当製品群の売上高は33億５千６百万円（同26.4％

増）となりました。

③ コネクタ用部品　

　当製品群は、携帯電話向け、デジタル家電向けが主なものであります。新興国を中心にローエンドの携帯電話端末

の需要は拡大を続けておりますが、欧米の景気低迷を背景として同地域を中心に多機能タイプの携帯電話の販売が伸

び悩み、その影響を受けマイクロピッチコネクタ用部品の受注は低位で推移しております。当製品群の売上高は45億

７千２百万円（同6.5％減）となりました。 

④ その他

　その他の製品群としては、リレー用部品が主なものであります。当製品群の売上高は11億１千６百万円（同2.1％

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

　日本国内におきましては、前期より表面実装（ＳＭＤ）タイプのＬＥＤ用部品が好調に推移してまいりましたが、

第２四半期以降、主要顧客の生産調整や原材料価格の乱高下の影響を受け、収益性が悪化いたしました。また、マイ

クロピッチコネクタにおきましては、第１四半期は比較的堅調に推移したものの第２四半期に入り大幅な受注減とな

りました。

　その結果、売上高は79億８千４百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は３億４千１百万円（同41.7％減）とな

りました。

② アジア

　アジア地域におきまして、中国をはじめとする潜在的な経済成長力に変化はなく、当社グループとしても、コネク

タやＬＥＤ用部品の拡販を積極的に推進して参りました。しかしながら、最終的な輸出先である欧米経済悪化の影響

を受ける形で、当社の主力ユーザーである半導体及び電子部品メーカーより生産調整や大幅なコストダウンの協力を

求められるケースが増えてきております。

　その結果、売上高は49億１千９百万円（同9.1％減）、営業利益は１億８千７百万円（同5.2％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２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億９千７百万円減少し、253億６千４百万円

となりました。これは主に現金及び預金の減少、為替の換算影響により有形固定資産が減少したもであります。

　一方、負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億４千１百万円減少し、117億３百万円となりました。これは主に

仕入債務の減少、借入金が減少したもであります。

　また、純資産の部は、為替換算調整勘定等の減少により、136億６千万円となりました。

　この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の51.8％から2.1ポイント増加し、53.9％となりました。

－ 1 －



② キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ３億１千４百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には14億８百万円となりました。

当第２四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）

　営業活動の結果得られた資金は９億５千５百万円（前年同期比8.9％減）となりました。これは税金等調整前四半

期純利益４億６百万円及び減価償却費８億９百万円等による資金の増加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）

　投資活動の結果使用した資金は４億８千３百万円（同54.3％減）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）

　財務活動の結果使用した資金は７億４千万円（同86.0％増）となりました。これは主に長期借入金の純減少額４億

４千８百万円及び配当金の支払１億３千８百万円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

　当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成20年５月９日に公表いたしました通期の連結・個別業績予想を修

正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成20年10月24日公表の「平成21 年３月期業績予想

及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。　

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．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、前連結会計年度末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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主に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、主に移動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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が４千１百万円減少し、税金等調整前四半

期純利益は、１億４千４百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、従来の方法によった場合に比べ、所在地別セグメント情報の「日本」

の営業利益が４千１百万円減少しております。 

３．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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,408,331 1,722,738

受取手形及び売掛金 5,510,086 5,812,972

製品 629,672 708,316

原材料 925,417 967,513

仕掛品 976,162 990,311

繰延税金資産 303,847 324,705

未収入金 113,315 162,201

その他 317,404 309,961

貸倒引当金 △3,558 △4,400

流動資産合計 10,180,680 10,994,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,660,057 9,646,610

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,378,855 △5,325,807

建物及び構築物（純額） 4,281,202 4,320,802

機械装置及び運搬具 13,695,799 13,975,593

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,423,733 △8,343,146

機械装置及び運搬具（純額） 5,272,065 5,632,447

工具、器具及び備品 4,741,922 4,753,443

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,268,381 △4,198,533

工具、器具及び備品（純額） 473,540 554,909

土地 3,670,073 3,648,835

建設仮勘定 62,569 45,549

有形固定資産合計 13,759,451 14,202,545

無形固定資産 237,949 247,666

投資その他の資産   

投資有価証券 551,626 643,041

前払年金費用 161,542 112,902

その他 563,006 562,378

貸倒引当金 △89,970 △101,341

投資その他の資産合計 1,186,204 1,216,980

固定資産合計 15,183,605 15,667,192

資産合計 25,364,285 26,661,513



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 6,797,583 7,121,193

短期借入金 1,152,588 1,458,132

未払法人税等 61,463 49,557

未払消費税等 31,450 38,168

賞与引当金 420,000 410,000

繰延税金負債 9,255 2,905

その他 891,174 1,115,485

流動負債合計 9,363,515 10,195,442

固定負債   

長期借入金 885,300 1,175,231

繰延税金負債 69,373 70,554

退職給付引当金 41,201 38,964

役員退職慰労引当金 618,549 612,300

リース債務 110,137 137,224

再評価に係る繰延税金負債 615,348 615,348

固定負債合計 2,339,912 2,649,623

負債合計 11,703,427 12,845,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,149,472 4,149,472

資本剰余金 4,459,862 4,459,862

利益剰余金 5,183,561 5,079,759

自己株式 △7,322 △6,622

株主資本合計 13,785,574 13,682,471

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,662 110,317

土地再評価差額金 △247,765 △252,322

為替換算調整勘定 62,386 275,980

評価・換算差額等合計 △124,716 133,975

純資産合計 13,660,857 13,816,447

負債純資産合計 25,364,285 26,661,513



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 12,903,717

売上原価 11,234,765

売上総利益 1,668,951

販売費及び一般管理費 1,141,004

営業利益 527,946

営業外収益  

受取利息 4,718

受取配当金 2,838

受取賃貸料 27,629

為替差益 9,229

その他 5,563

営業外収益合計 49,979

営業外費用  

支払利息 35,511

債権売却損 17,433

その他 11,245

営業外費用合計 64,190

経常利益 513,735

特別利益  

固定資産売却益 24,733

貸倒引当金戻入額 13,292

特別利益合計 38,026

特別損失  

固定資産売却損 7,198

固定資産除却損 18,534

減損損失 7,391

投資有価証券評価損 10,358

たな卸資産評価損 102,150

特別損失合計 145,634

税金等調整前四半期純利益 406,128

法人税、住民税及び事業税 96,509

法人税等調整額 63,245

法人税等合計 159,755

四半期純利益 246,372



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 406,128

減価償却費 809,047

減損損失 7,391

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,794

前払年金費用の増減額（△は増加） △48,639

受取利息及び受取配当金 △7,557

支払利息 35,511

有形固定資産除却損 18,534

売上債権の増減額（△は増加） 173,210

たな卸資産の増減額（△は増加） 90,492

仕入債務の増減額（△は減少） △202,855

その他 △217,511

小計 1,068,545

利息及び配当金の受取額 7,688

利息の支払額 △39,141

法人税等の支払額 △81,276

営業活動によるキャッシュ・フロー 955,815

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 △519,807

有形固定資産の売却による収入 60,925

無形固定資産の取得による支出 △2,388

投資有価証券の取得による支出 △5,726

投資その他の資産の増減額（△は増加） △16,708

その他 △55

投資活動によるキャッシュ・フロー △483,761

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） △117,412

長期借入金の返済による支出 △448,550

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △35,747

自己株式の取得による支出 △699

配当金の支払額 △138,014

財務活動によるキャッシュ・フロー △740,422

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △314,406

現金及び現金同等物の期首残高 1,722,738

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,408,331



　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２四半期連結累計期間において、当連結グループはプレス加工品関連事業を主に営んでおり、事業区分が

単一セグメントのため、記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,984,641 4,919,075 12,903,717 － 12,903,717

(2）セグメント間の内部売上高 436,725 45,908 482,634 (482,634) －

計 8,421,366 4,964,984 13,386,351 (482,634) 12,903,717

営業利益 341,857 187,125 528,982 (1,036) 527,946

　（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・フィリピン・中国

 

〔海外売上高〕

アジア 中南米 北米 計

当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日）

Ⅰ　海外売上高

（千円）
5,925,293 49,913 1,840 5,977,047

Ⅱ　連結売上高

（千円）
－ － － 12,903,717

Ⅲ　海外売上高の連結

売上高に占める割

合（％）

45.9 0.4 0.0 46.3

　（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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国

(2）中南米……メキシコ

(3）北　米……アメリカ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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。

－ 1 －
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