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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 18,987 ― △1,283 ― △1,741 ― △2,345 ―

20年3月期第3四半期 27,119 △11.6 281 △72.6 174 △83.0 △902 ―

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3四半期 △123.60 ―

20年3月期第3四半期 △47.58 ―

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3四半期 32,231 20,076 62.2 1,056.72
20年3月期 37,816 23,747 62.7 1,250.17

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  20,050百万円 20年3月期  23,721百万円

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 ― 3.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 22,600 △35.0 △3,150 ― △3,590 ― △4,560 ― △240.33

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、４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．上記の連結業績予想につきましては、平成20年10月24日に公表いたしました内容を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年２月２日）付にて公表して
おります「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期 20,537,875株 20年3月期 20,537,875株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 1,563,694株 20年3月期 1,563,552株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 18,974,255株 20年3月期第3四半期 18,974,506株
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当第３四半期連結累計期間における経済状況は、米国発の金融危機の影響や急激な円高の進行により、企業業績

が大幅に悪化し、設備投資も減速し、また個人消費が冷え込むなど、景気後退が鮮明となり非常に厳しい局面を迎

えました。 

当社グループが関連する電子部品業界においても、携帯電話やパソコンなどのデジタル家電製品向け需要は最終

製品の在庫増や生産調整の影響により昨年秋以降急激な落ち込みとなり、加えて前年度から低迷が続く半導体設備

投資においても半導体市況の低迷や採算悪化等から設備投資の縮小や凍結が更に拡大するなど、近年にない厳しい

市場環境となりました。 

このような状況のもとで、当社グループはソーラーパネル市場などの成長市場に注力し、技術開発を強化し、新

製品の積極的な投入と売上の確保に努める一方、これまで進めてきた原価低減活動や内製化推進によるコストダウ

ン諸施策の実行に留まらず、緊急対策として役員報酬及び管理職給与の減額や生産部門の一時帰休など総費用抑制

の経営努力に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は18,987百万円（前年同四半期比30.0％減）となりました。損益

面におきましては、売上高減少とそれに伴う売上原価率の悪化及び円高の影響も加わり、営業損失1,283百万円

（前年同四半期は営業利益281百万円）、経常損失1,741百万円（前年同四半期は経常利益174百万円）、四半期純

損失2,345百万円（前年同四半期は四半期純損失902百万円）となりました。 

  

部門別の概況は、次のとおりであります。 

  

［コネクタ事業部門］ 

コネクタ市場は個人消費の急激な落ち込みから、携帯電話、ノートパソコンやデジタルスチルカメラ及び薄型テ

レビを中心に世界的規模での減産となり、それらデジタル家電製品向けの受注は急激に減少し低調な推移となりま

した。その結果、売上高は6,640百万円（前年同四半期比12.8％減）となりました。 

  

［テストソリューション事業部門］ 

前年度から続く半導体設備投資の抑制傾向は、第３四半期以降において過剰在庫と採算面の悪化から各半導体メ

ーカーとも生産調整と設備投資の凍結や取止めなどが相次ぎ、特に半導体検査工程におけるバーンインテスト用Ｉ

Ｃソケット製品の販売は大幅な落ち込みとなりました。その結果、売上高は6,757百万円（前年同四半期比27.9％

減）となりました。 

  

［ＹＦＬＥＸ・光関連・ＥＭＳ事業部門］ 

ＹＦＬＥＸ事業では、アミューズメント市場向け高速伝送用ケーブル製品の販売は比較的堅調に推移しました

が、薄型ＴＶ向け販売が生産調整や売価ダウンの影響により第３四半期以降伸び悩む結果となりました。また、Ｅ

ＭＳ事業においては、基板実装品の部材無償支給への切替えや液晶パネル需要の急激な落ち込みから取扱量も減少

し、大幅な減収となりました。その結果、ＹＦＬＥＸ・光関連・ＥＭＳ事業部門の売上高は5,589百万円（前年同

四半期比44.8％減）となりました。 

  

所在地別の概況は、次のとおりであります。 

  

［日本］ 

国内においては、10月以降の個人消費の急激な落ち込みから、デジタル家電製品向け各種コネクタ製品や半導体

検査向けバーンインテスト用ＩＣソケット製品などの主力製品の販売が振るわず、また、薄膜フィルタ製品などの

光関連事業や液晶製品組立などのＥＭＳ事業の受注は急激に減少するなど、売上高は7,712百万円（前年同四半期

比20.9％減）、営業利益243百万円（前年同四半期比79.5％減）となりました。 

  

［北米］ 

北米においては、半導体メモリ製品の過剰在庫と採算面の悪化から生産調整と設備投資等の先送りが顕著とな

り、主力の半導体検査用ＩＣソケット製品の販売は低調な推移となるなど、売上高は2,033百万円（前年同四半期

比18.0％減）、営業損失47百万円（前年同四半期は営業利益91百万円）となりました。 

  

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 
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［アジア］ 

アジアにおいては、ＥＭＳ事業における基板実装品の部材無償支給への切替えによる売上減や、10月以降の個人

消費の急激な落ち込みから、デジタル家電製品向け電子部品の急激な需要低迷により、小型メモリーカード用コネ

クタ製品や半導体検査向けバーンインテスト用ＩＣソケット製品などの販売は大幅に減少するなど、売上高は

6,131百万円（前年同四半期比43.6％減）、営業利益118百万円（前年同四半期比66.3％減）となりました。 

  

［欧州］ 

欧州においては、10月以降の急激な需要の落ち込みにより、比較的堅調に推移したＦＡ機器向けコネクタ製品の

販売も減少するなど、また、主力の半導体検査向けバーンインテスト用ＩＣソケット製品やポータブルナビゲーシ

ョン向けコネクタ製品の販売も振るわず、売上高は3,110百万円（前年同四半期比22.4％減）、営業損失121百万円

（前年同四半期は営業利益291百万円）となりました。 

なお、注力しているソーラーパネル向け各種コネクタ製品のＴＵＶ規格認定取得が全て完了し、今期末から量産

出荷する予定です。 

  

なお、前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は参考として記載しております。  

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、32,231百万円（前連結会計年度末比5,584百万円減少）と

なりました。流動資産は受取手形及び売掛金の減少などもあり3,540百万円減少となりました。有形固定資産につ

きましても、主に建物売却等により、470百万円の減少となりました。投資その他の資産につきましては、投資有

価証券評価損の計上や保険積立金の解約により1,507百万円の減少となりました。  

負債につきましては、12,154百万円（前連結会計年度末比1,913百万円減少）となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金の減少などもあり流動負債が1,176百万円減少したことによるものであります。  

純資産につきましては、20,076百万円（前連結会計年度末比3,671百万円減少）となりました。株主資本は、税

金等調整前四半期純損失を計上したことや税効果会計処理による法人税等の調整があったことにより2,396百万円

減少いたしました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月24日に公表いたしました内容を修正しております。詳

細につきましては、本日（平成21年２月２日）付にて公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

なお、業績予想につきましては、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、実際の業績等は、業

況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 
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該当事項はありません。   

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） 

（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、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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は24,890千円増加し、税金等調整前四半期

純損失は171,407千円増加しております。 

３．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、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

る影響は軽微であります。 

４．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できることになっ

たことに伴い、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。 

ただし、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有

権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、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。 

なお、これによる、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,808,338 5,137,693

受取手形及び売掛金 7,865,328 9,227,489

製品 1,531,418 1,650,507

原材料 1,258,336 1,771,432

仕掛品 528,286 617,025

繰延税金資産 87,990 125,099

その他 858,869 944,128

貸倒引当金 △11,059 △5,335

流動資産合計 15,927,509 19,468,040

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,782,715 3,910,311

機械装置及び運搬具（純額） 2,540,597 2,436,052

工具、器具及び備品（純額） 2,137,480 2,043,761

土地 3,911,882 4,187,906

リース資産（純額） 10,397 －

建設仮勘定 43,797 319,133

有形固定資産合計 12,426,871 12,897,165

無形固定資産   

のれん 88,413 107,575

その他 255,067 302,346

無形固定資産合計 343,480 409,922

投資その他の資産   

投資有価証券 1,592,761 2,611,043

繰延税金資産 43,259 37,865

その他 1,995,569 2,511,162

貸倒引当金 △97,823 △119,138

投資その他の資産合計 3,533,767 5,040,932

固定資産合計 16,304,119 18,348,021

資産合計 32,231,629 37,816,061
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,395,810 4,936,639

短期借入金 5,701,092 5,064,832

未払法人税等 89,876 216,158

役員賞与引当金 7,400 10,000

繰延税金負債 344,664 220,217

その他 1,739,762 2,007,094

流動負債合計 11,278,605 12,454,941

固定負債   

長期借入金 488,200 749,324

退職給付引当金 118,600 136,098

役員退職慰労引当金 69,479 292,548

繰延税金負債 90,304 308,493

その他 109,640 126,756

固定負債合計 876,225 1,613,220

負債合計 12,154,831 14,068,162

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,013,634 10,013,634

資本剰余金 10,971,518 10,971,518

利益剰余金 2,516,472 4,912,943

自己株式 △2,281,282 △2,281,222

株主資本合計 21,220,342 23,616,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 111,522 585,361

為替換算調整勘定 △1,281,530 △481,198

評価・換算差額等合計 △1,170,008 104,162

少数株主持分 26,464 26,861

純資産合計 20,076,798 23,747,898

負債純資産合計 32,231,629 37,816,061
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 18,987,783

売上原価 14,707,910

売上総利益 4,279,873

販売費及び一般管理費  

給料 2,262,143

賞与 262,747

福利厚生費 347,085

運賃諸掛 289,373

旅費及び交通費 223,029

減価償却費 303,221

支払手数料 212,749

賃借料 242,093

雑費 1,420,514

販売費及び一般管理費合計 5,562,959

営業損失（△） △1,283,085

営業外収益  

受取利息 42,343

受取配当金 41,411

その他 78,231

営業外収益合計 161,986

営業外費用  

支払利息 66,198

持分法による投資損失 28,694

為替差損 445,083

その他 79,932

営業外費用合計 619,909

経常損失（△） △1,741,008

特別利益  

固定資産売却益 35,964

投資有価証券売却益 55,930

その他 19,432

特別利益合計 111,328

特別損失  

固定資産除却損 36,580

固定資産売却損 1,236

投資有価証券評価損 165,179

たな卸資産評価損 146,517

持分変動損失 14,823

その他 22,754

特別損失合計 387,091

税金等調整前四半期純損失（△） △2,016,771

法人税、住民税及び事業税 101,032

法人税等調整額 227,747

法人税等合計 328,779

少数株主損失（△） △357

四半期純損失（△） △2,345,193
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △2,016,771

減価償却費 1,767,677

受取利息及び受取配当金 △83,755

支払利息 66,198

為替差損益（△は益） 381,140

売上債権の増減額（△は増加） 1,084,981

たな卸資産の増減額（△は増加） 459,857

仕入債務の増減額（△は減少） △1,414,627

その他 △117,066

小計 127,634

利息及び配当金の受取額 91,441

利息の支払額 △59,465

法人税等の支払額 △213,443

営業活動によるキャッシュ・フロー △53,833

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 △1,793,362

有形固定資産の売却による収入 299,559

保険積立金の払戻による収入 500,637

その他 △187,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,180,216

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） 2,554,275

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △2,611,124

配当金の支払額 △57,663

その他 △51,854

財務活動によるキャッシュ・フロー 283,632

現金及び現金同等物に係る換算差額 △377,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,328,206

現金及び現金同等物の期首残高 5,131,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,803,292

山一電機㈱（6941）平成21年３月期　第３四半期決算短信

8



 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。  

 該当事項はありません。  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営

業利益の金額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。  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

  
日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

アジア 

（千円） 

欧州 

（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  7,712,224  2,033,906  6,131,626  3,110,025  18,987,783  －  18,987,783

(2）セグメント間の内部売上高  5,044,214  20,280  4,320,834  136,715  9,522,044  △9,522,044  －

 計  12,756,438  2,054,187  10,452,460  3,246,740  28,509,827  △9,522,044  18,987,783

 営業利益又は営業損失（△）  243,441  △47,921  118,621  △121,723  192,417  △1,475,503  △1,283,085

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

  北米 アジア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,033,906  6,221,986  3,110,025  11,365,918

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  18,987,783

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 10.7  32.8  16.4  59.9

（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３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  27,119

Ⅱ 売上原価  20,473

売上総利益  6,645

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,364

営業利益  281

Ⅳ 営業外収益  211

受取利息  66

受取配当金  44

その他  100

Ⅴ 営業外費用  318

支払利息  85

その他  232

経常利益  174

Ⅵ 特別利益  0

Ⅶ 特別損失  214

税金等調整前四半期純損失（△） △40

税金費用  863

少数株主損失  0

四半期純損失（△） △902
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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３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純損失（△） △40

減価償却費  2,073

のれん償却額  64

受取利息及び受取配当金 △111

支払利息  85

売上債権の減少額  2,946

たな卸資産の減少額  53

仕入債務の減少額（△） △764

役員退職慰労引当金の増加額  17

その他 △241

小計  4,084

利息及び配当金の受取額  127

利息の支払額 △110

法人税等の支払額 △380

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,721

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 △2,145

有形固定資産の売却による収入  2

その他 △492

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,635

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（△） △978

長期借入れによる収入  700

長期借入金の返済による支出 △175

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △319

その他 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー △891

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  36

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  231

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,186

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等
物の期首残高  73

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  5,491
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前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

ＬＣＤ装置事業の営業損失の絶対値が電子・電気機器関連部品事業の営業利益の絶対値の10％を超えること

となりました。しかしながら、ＬＣＤ装置事業の今後の状況及び記載対象セグメントの継続性を考慮した結

果、ＬＣＤ装置事業を除けば電子・電気機器部品関連事業が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。 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
 北米 

 （百万円） 
アジア
（百万円） 

欧州
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  16,714  2,541  16,276  4,298  39,829  △12,710  27,119

営業費用  15,528  2,449  15,924  4,006  37,910  △11,072  26,837

営業利益  1,185  91  351  291  1,919  △1,638  281
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