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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 4,127 ― △186 ― △95 ― △153 ―

20年3月期第2四半期 3,462 △23.8 △514 ― △557 ― △516 ―

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 △17.10 ―

20年3月期第2四半期 △57.29 ―

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 4,979 2,456 49.3 272.79
20年3月期 4,702 2,600 55.3 288.65

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,456百万円 20年3月期  2,600百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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  有  
 

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 7,350 8.3 △390 ― △430 ― △500 ― △55.52

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８月８日に開示いたしました、平成21年３月期の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．上記の業績予想は、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により変動いたしますのでご承知おき下さい。予想前
提条件その他の関連する事項については、３ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．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 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  9,020,000株 20年3月期  9,020,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  15,145株 20年3月期  12,537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  9,006,368株 20年3月期第2四半期  9,008,708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 

（１）当第２四半期連結累計期間の概況  

 当第２四半期連結累計期間に於ける世界経済は、米サブプライムローン問題を発端とする金融不安、世界同時株

安に伴う需要の減退など市場の混乱が依然として世界経済に影響を及ぼしており、09年の世界経済成長率は７月時

点で3.9％の予測から３％に引き下げました。これは７年ぶりの低水準です。 

 また、同時に原油・食料・金属材料の価格高騰により、世界的な規模でインフレが高まっておりました。 

 国内経済においても企業業績は第１四半期に続き第２四半期も減速傾向にあり、株価の大幅下落、設備投資の減

速、所得減少傾向、輸出減速等、景気の見通しをめぐる不確実性が増大しています。 

 このような状況下で、当連結グループでは、一昨年に策定した再建計画を進める中で、デジタルコネクタ及び精

密プレス製品の開発および販売強化を押し進めて参りました。 

 その結果、機構部品は世界的に急拡大が進む薄型ＴＶ、ブルーレイレコーダー（ＢＤ）、ＳＴＢ等に採用され、

第１四半期から第２四半期前半まで好調に推移しておりましたが、第２四半期後半は北米の景気減速による一部薄

型ＴＶの在庫調整の影響を受けました。また精密プレス製品もゲーム機関連は好調でありましたが、携帯電話関連

の生産調整が入ったことから売上に影響を受けました。  

 その中で、ＨＤＭＩコネクタを主体とするデジタルコネクタは、前年比２倍の売上増となり、また当社の主力製

品であるピンジャックは、業界にはない提案型製品開発に伴い前年比二桁増となりました。 

 プレス部品に関しても新市場への参入に伴い、上記影響はあったものの前年比1.5倍の売上増となり、全体では

前年比二桁の売上増となりました。 

 また、組織の全面見直しを図り、経営陣の刷新、生産拠点の再編、 適地生産、海外一貫生産体制の構築、適正

人員の配置を実行し、運送費および在庫の見直し等の事業構造の再構築を、グループ一体となって進めておりま

す。 

 その中で、今般事業の再編を実行するため企業の閉鎖・統合を前提とし、後出の各エリアにおいて現地の弁護士

及び公認会計士から必要経費等の確認作業をおこなった結果、債務の整理、人員の整理、たな卸資産の整理等で当

期間に対応する費用として１億40百万円の損失が見込まれることが判明したため、第２四半期において特別損失と

して事業構造改善引当金繰入額１億40百万円を計上することといたしました。 

 従いまして、当連結グループの損益は売上が大幅に改善されたこと、再建計画が進んだことにより、営業損失は

前年に対して３億27百万円の改善となりました。また、経常損失は前年に対して４億61百万円の改善となりまし

た。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高41億27百万円（前第２四半期連結累計期間比19.2％増）、営業

損失１億86百万円（前第２四半期連結累計期間の営業損失５億14百万円）、経常損失95百万円（前第２四半期連結

累計期間の経常損失５億57百万円）、四半期純損失１億53百万円（前第２四半期連結累計期間の四半期純損失５億

16百万円）となりました。 

  

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 高周波部品事業は、売上高６億18百万円、生産高６億94百万円、受注残高１億33百万円となりました。機構部品事

業は、売上高28億84百万円、生産高28億92百万円、受注残高８億61百万円となりました。プレス部品事業は、売上高

６億24百万円、生産高６億79百万円、受注残高39百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 所在地別セグメントの業績では、日本においては、売上高23億45百万円、営業利益１億16百万円となりました。東

南アジアにおいては、売上高10億93百万円、営業利益18百万円となりました。東アジアにおいては、売上高６億89百

万円、営業損失65百万円となりました。 

  

（２）平成21年３月期の見通し 

 第３四半期以降におきましても、引き続き「再建計画」を実行し、その施策においてデジタルコネクタ及び精密

プレス製品の開発、販売強化を推し進めてまいります。今後の経営環境の変化が見込まれますが売上高は、期初に

予想したとおりで推移するものと見込んでおります。 

 営業利益に関しましては、原油高騰、金属材料の高騰の影響が第２四半期から続いており、現時点ではそれぞれ

の価格が下落してはおりますが、製造品のコスト低減には時間を要し、損益に影響を与えるのは、第４四半期以降

と想定しております。また、海外生産拠点で実施している一貫生産体制の構築は金型等の一次移管作業が完了して

いるものの、第二次移管計画は経済環境等によりペースダウンしており、予定通りのコスト削減まで至らない見込

みで、通期での営業損失は３億90百万円を予想しております。 

 経常利益面では、ドル安傾向が想定されており、当社グループは為替差損の影響も含め、４億30百万円の経常損



失を見込んでおります。 

 当期純利益は、上記１．（１）に記載の事業構造改善引当金繰入額１億40百万円を計上しておりますが、更に人

員削減、資産処分のための追加費用として１億円を見込んでおり、通期の当期純損失は５億円を予想しておりま

す。  

  

（注）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。そのため、前年同期比につきまし

ては、参考として記載しております。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第２四半期末における流動資産の残高は34億84百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億76百万円の増

加となりました。これは主に売上債権及び棚卸資産が増加したことによります。 

（固定資産） 

 当第２四半期末における固定資産の残高は14億95百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億円の増加とな

りました。これは主に金型及び機械装置等の有形固定資産を購入したことによるものです。 

（流動負債） 

 当第２四半期末における流動負債の残高は19億67百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億45百万円の増

加となりました。これは主に仕入債務、借入金及び事業構造改善引当金が増加したことによります。 

（固定負債） 

 当第２四半期末における固定負債の残高は５億55百万円となり、前連結会計年度末と比較して25百万円の減少と

なりました。これは主に役員退職慰労引当金の取崩しによるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期末における純資産合計は24億56百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億43百万円の減少と

なりました。これは主に四半期純損失を計上したことによるものです。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 特別損失の発生及び 近の業績動向を踏まえ平成21年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細は、本日別

途開示する「特別損失の発生及び業績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 棚卸資産の評価方法 

 当第２四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。 

② 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 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、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。 

 また、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想やタッ

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 

 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。 

  

 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、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、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。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

  

「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 

 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、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益へ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 847,644 970,619

受取手形及び売掛金 1,329,928 1,154,553

商品 169,469 85,635

製品 309,665 338,702

原材料 479,934 398,467

仕掛品 189,261 161,799

貯蔵品 4,322 6,999

繰延税金資産 － 7,819

その他 159,959 183,158

貸倒引当金 △6,180 －

流動資産合計 3,484,006 3,307,755

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 323,108 331,801

機械装置及び運搬具（純額） 281,736 258,391

工具、器具及び備品（純額） 487,720 394,640

土地 295,465 295,384

建設仮勘定 3,657 －

有形固定資産合計 1,391,688 1,280,216

無形固定資産 18,672 14,211

投資その他の資産   

投資有価証券 11,371 14,155

繰延税金資産 4,264 4,834

その他 69,214 81,770

投資その他の資産合計 84,850 100,759

固定資産合計 1,495,212 1,395,187

資産合計 4,979,219 4,702,943



（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 1,262,773 1,071,617

短期借入金 180,992 26,786

未払法人税等 5,279 18,355

賞与引当金 23,377 40,399

関係会社整理損失引当金 54,590 54,590

事業構造改善引当金 140,000 －

その他 300,734 310,578

流動負債合計 1,967,747 1,522,327

固定負債   

繰延税金負債 19,093 20,003

退職給付引当金 300,577 302,810

役員退職慰労引当金 223,233 250,083

その他 12,139 7,696

固定負債合計 555,043 580,594

負債合計 2,522,791 2,102,921

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,010,000 1,010,000

資本剰余金 797,592 1,269,000

利益剰余金 659,327 341,902

自己株式 △3,294 △3,084

株主資本合計 2,463,624 2,617,817

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 664 3,470

為替換算調整勘定 △7,861 △21,266

評価・換算差額等合計 △7,197 △17,796

純資産合計 2,456,427 2,600,021

負債純資産合計 4,979,219 4,702,943



（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 4,127,475

売上原価 3,471,041

売上総利益 656,433

販売費及び一般管理費 843,308

営業損失（△） △186,874

営業外収益  

受取利息 2,283

受取配当金 311

受取賃貸料 5,446

為替差益 90,079

その他 7,287

営業外収益合計 105,407

営業外費用  

支払利息 8,748

その他 5,711

営業外費用合計 14,459

経常損失（△） △95,926

特別利益  

前期損益修正益 87,845

固定資産売却益 3,945

役員退職慰労引当金戻入額 26,850

賞与引当金戻入額 16,559

保険差益 1,625

特別利益合計 136,826

特別損失  

固定資産除売却損 4,372

事業構造改善引当金繰入額 140,000

特別退職金 16,634

貸倒損失 7,688

特別損失合計 168,694

税金等調整前四半期純損失（△） △127,795

法人税、住民税及び事業税 17,217

法人税等調整額 8,969

法人税等合計 26,187

四半期純損失（△） △153,982



（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損失（△） △127,795

減価償却費 132,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,850

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,021

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,180

受取利息及び受取配当金 △2,594

支払利息 8,748

為替差損益（△は益） 10,740

固定資産売却損益（△は益） 426

保険解約損益（△は益） △1,625

前期損益修正損益（△は益） △87,845

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 140,000

売上債権の増減額（△は増加） △142,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △133,224

仕入債務の増減額（△は減少） 109,395

未払又は未収消費税等の増減額 3,525

その他 △4,005

小計 △133,624

利息及び配当金の受取額 2,594

利息の支払額 △6,808

法人税等の支払額 △27,637

法人税等の還付額 36,689

営業活動によるキャッシュ・フロー △128,786

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 △170,941

有形固定資産の売却による収入 6,825

投資有価証券の取得による支出 △932

無形固定資産の取得による支出 △6,986

長期前払費用の取得による支出 △1,250

保険積立金の解約による収入 22,106

差入保証金の差入による支出 △10,887

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,067

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） 165,304

長期借入金の返済による支出 △12,304

自己株式の取得による支出 △210

配当金の支払額 △508

財務活動によるキャッシュ・フロー 152,281

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,974

現金及び現金同等物の期首残高 882,619

現金及び現金同等物の四半期末残高 759,644



 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 

 当連結グループは、平成16年３月期より売上高減少等により５期間連続で営業損失を計上しております。 

 当第２四半期連結累計期間におきましても１億86百万円の営業損失を計上しており、営業キャッシュ・フロ

ーにつきましてもマイナスとなっており、当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

 当連結グループは、このような状況を早急に脱却するために経営体質の改善をはかるべく、事業構造の見直

し、事業体制の改善を目的とした拠点の統廃合、コスト低減、組織のスリム化を実施するため「再建計画」を

策定して、企業体質強化に取り組んでおります。 

 販売面におきましては、デジタルコネクタ及び精密プレス製品の開発・販売強化を進めると共に新製品の投

入・拡販を行っております。 

 生産面におきましては、生産拠点の再編、 適地生産、一貫生産体制の構築を行い、また、適正人員配置な

どの事業構造の改善を進めており、今後のコスト低減による改善効果が見込まれております。 

 管理面におきましては、組織のスリム化、業務の見直し等による人件費の削減等の改善効果も見込まれま

す。 

 上記の構造改革を行うための資金として、平成20年６月５日に当連結グループの再建をサポートしている、

カタリスト株式会社より新株予約権の発行を前提に１億50百万円の借入を実行しております。 

 なお、新株予約権の発行につきましては提出日現在、決議しておりません。 

  

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。 

  

（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） 

 当連結グループは、映像機器・音響機器等に使用される電子機器用部品の製造販売事業の売上高、営業利益の金

額が、全セグメントの売上高合計及び営業利益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 

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） 

 （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。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

  

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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

損益 
              

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
 2,345,192  1,093,046  689,236  －  4,127,475  －  4,127,475

(2）セグメント間

の内部売上高 
 998,533  1,029,513  846,183  －  2,874,230 (2,874,230)  －

計  3,343,725  2,122,559  1,535,420  －  7,001,706 (2,874,230)  4,127,475

営業利益又は営

業損失（△） 
 116,732  18,701  △65,238  △328  69,867 (256,741)  △186,874



〔海外売上高〕  

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） 

 （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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

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。 

  

  東南アジア 東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  744,284  1,116,374  603,614  2,464,273

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  4,127,475

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.03  27.05        14.62       59.70

（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。 



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       3,462,426  100.0

Ⅱ 売上原価    3,036,484  87.7

売上総利益    425,941  12.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    940,452  27.2

営業損失    514,510 △14.9

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息  6,904     

２．受取配当金  4,020     

３．賃貸収入  5,451     

４．金利スワップ評価損戻入  3,581     

５．その他  10,657  30,615  0.9

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息  16,859     

２．為替差損  55,142     

３．その他  1,247  73,249  2.1

経常損失    557,145 △16.1

Ⅵ 特別利益       

１．前期損益修正益  12,815  12,815  0.4

Ⅶ 特別損失       

１．本社移転関連損失  31,184     

２．金利スワップ解約違約金  29,841     

３．借入金期日前返済違約金  3,412     

４．投資有価証券売却損  21,000     

５．投資有価証券評価損  655  86,094  2.5

税金等調整前中間純損失    630,424 △18.2

法人税、住民税及び事業
税  11,456     

法人税等調整額 △125,798 △114,342 △3.3

中間純損失    516,081 △14.9



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純損失 △630,424

減価償却費  142,238

投資有価証券売却益
（△）・売却損  21,000

退職給付引当金の増加・
減少（△）  1,963

役員退職慰労引当金の増
加・減少（△）  3,327

賞与引当金の増加・減少
（△）  17,048

貸倒引当金の増加・減少
（△） 

△265

受取利息及び受取配当金 △10,925

支払利息  16,859

為替差益（△）・為替差
損 

△17,230

投資有価証券評価損  655

前期損益修正益 △12,815

売掛債権の増加（△）・
減少 

△136,104

棚卸資産の増加（△）・
減少  170,662

仕入債務の増加・減少
（△）  169,478

未収消費税等の増加
（△）・減少 

△9,207

本社移転関連損失  31,184

金利スワップ解約違約金  29,841

借入金期日前返済違約金  3,412

その他の増加・減少 △39,459

小計 △248,757

利息及び配当金の受取額  14,171

利息の支払額 △22,524

本社移転関連の支払額 △59,211

法人税等の支払額 △14,963

法人税等の還付額  3,415

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△327,869



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

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 

△116,118

有形固定資産の売却によ
る収入  1,730,310

投資有価証券の取得によ
る支出 

△890

投資有価証券の売却によ
る収入  279,000

その他投資等の増加・減
少（△） 

△19,286

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,873,015

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・純
減少（△） 

△171,993

長期借入金返済による支
出 

△1,675,678

金利スワップ解約違約金 △29,841

借入金期日前返済違約金 △3,412

自己株式の純増加
（△）・純減少 

△40

配当金の支払額 △43

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,881,009

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△2,739

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

△338,603

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,074,968

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  736,364

    



（３）セグメント情報 

a ．事業の種類別セグメント情報 

 前中間連結会計期間において、当連結グループは、映像機器・音響機器等に使用される電子機器用部品の製

造販売事業の売上高、営業利益の金額が、全セグメントの売上高合計及び営業利益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 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

  

  

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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

損益 
              

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
 1,677,315  1,097,037  688,073  －  3,462,426  －  3,462,426

(2）セグメント間

の内部売上高 
 763,241  735,179  801,374  19,729  2,319,524 (2,319,524)  －

計  2,440,556  1,832,217  1,489,447  19,729  5,781,950 (2,319,524)  3,462,426

営業費用  2,504,360  1,793,882  1,603,637  17,402  5,919,282 (1,942,345)  3,976,937

営業利益又は営

業損失（△） 
 △63,804  38,334  △114,189  2,326  △137,332 (377,178)  △514,510

c ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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．各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。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

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。 

   

  東南アジア 東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  589,940  1,130,478  562,350  2,282,768

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  3,462,426

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 17.0  32.7  16.2  65.9

６．その他の情報  

該当事項はありません。 
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