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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） 

平成21年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。  

(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3四半期 16,626 ― 1,447 ― 750 ― 374 ―
20年3月期第3四半期 18,050 13.2 2,643 △4.7 2,500 △15.6 1,731 △5.6

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3四半期 30.74 ―
20年3月期第3四半期 141.55 141.24

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 25,573 18,831 73.5 1,579.66
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3四半期  18,797百万円 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  有  

今般、連結業績予想を変更しましたが、急激な社会経済の激変のため、配当の予想は、未定となっています。  

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） ――― ――― ――― ― ―

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 19,190 ― 240 ― △630 ― △1,580 ― △129.17

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）  有  

(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） 

＊業績予想の適正な利用に関する説明。 その他の特記事項 
 
１．連結業績予想を今回修正しております。 詳細は、３ページ 連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
 
２．上記に記載した予想値は、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います。 実際の業績等は、状況の変化等によ
り、上記予想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。  

新規 1 社 （社名 意力速（上海）電子技術研発有限公司 ） 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3四半期  12,291,849株 20年3月期  12,291,849株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  392,462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3四半期  12,185,630株 20年3月期第3四半期  12,231,213株

nagai
新規スタンプ



  

当第３四半期会計期間におけるわが国の経済環境は、前第２四半期会計期間からの米国サブプライム住宅ロ－ン

問題に端を発した世界的な金融不安の拡大により、急激な株価・為替の変動、予想を超えた資源価格の高騰による原

材料コストの上昇等により、世界需要の急減を引き起こしました。景気の減速傾向は一段と強まり、収益環境は一層

厳しさを増してきました。 その結果、急ピッチでの設備調整・在庫調整および雇用調整が行われるようになりまし

た。 

このような経済環境の下、当社グループは、すべての地域での新車販売・薄型ＴＶ等の販売の低迷・生産調整の

影響もあり、すべての市場で受注が激減となりました、全社挙げて積極的な受注獲得・シェア拡大の営業活動の取り

組み、各工場の内製化・材料の現地調達化と、生産性向上・コストダウン・費用の削減に努めてまいりましたが、第

３四半期会計期間としましては、売上高45億７千万円、営業損失５千５百万円、経常損失８億６千万円、四半期純損

失は５億３千７百万円になりました。第３四半期累計期間の売上高は前第３四半期累計期間と比較し為替変動の影響

も含め7.8％減の166億２千６百万円となりました。営業利益は、原材料価格の高騰時期の発注の影響もあり同45.2％

減の14億４千７百万円、経常利益は為替の影響を大きく受け同69.9％減少の７億５千万円、四半期純利益は棚卸資産

評価損87百万円、固定資産除却損１億１千４百万円を計上し同78.3％減少の３億７千４百万円となりました。 

  

   

  

  

  当第３四半期末の資産は、前期末に比べ、売上債権が売上減・為替の変動のため６億５千８百万万円の減少、

たな卸資産が３億３千７百万円増加、ベトナム工場の本稼動に備え有形固定資産が２億７千万円増加、無形固定資

産が５千万円増加しましたが、資産合計は４億１千９百万円減少し255億７千３百万になりました。 

 負債は、前期末に比べ、仕入債務が３億２百万円、短期借入金が５億４千８百万円、それぞれ増加し、負債合計は

４億６千７百万円増加し67億４千１百万円になりました。 

 純資産は、前期末に比べ、利益剰余金が６千８百万円増加、為替換算調整勘定が７億２千５百万円減少し、純資産

合計は８億８千６百万円減少し188億３千１百万円になりました。この結果自己資本比率は、73.5％となりました。 

  

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前第３四半期累計期間と比較し

営業活動により１億２千２百万円、投資活動により14億１千１百万円、財務活動により７千５百万円増加した結果、

38億８千６百万円となりました。また、第３四半期会計期間は、前第２四半期会計期間と比較し、営業活動により１

億６千２百万円増加し、投資活動により１億８百万円減少し、財務活動により７億６千１百万円増加しました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

売上債権の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払の結果、第３四半期累計期間は23億２千２百万円の獲得、

第３四半期会計期間は10億円の獲得となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 主に新製品生産設備・合理化設備等の設備投資の支出、定期預金の払戻しの結果、第３四半期累計期間は19億１千

５百万円、第３四半期会計期間は６億５千４百万円の使用となりました。 

  

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、第３四半期累計期間は配当金の支払い３億５百万円、短期借入金５億５千

３百万円、長期借入金の返済１億５千４百万円、自己株式の買取１億６千７百万円の結果、１億２千６百万円の減

少、第３四半期会計期間は２億６千５百万円の増加となりました。 

  

 これにより、第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ１億４千２百万円減少し、38億８

千６百万円となりました。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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(1) 連結業績予想 

 通期連結業績予想につきましては、米国の金融危機に端を発した急激な世界経済の減速に伴う、予想を上回るスピ-ド

による自動車業界、家電業界等の需要の落ち込みと在庫調整の影響をまともに受け、当社グループの売上も大幅に見通し

を下回る状況にあり、収益の悪化が見込まれます。 第4四半期に関しても引き続き低水準の受注環境が継続すると見込

んでおります。このような背景により、当期の連結業績予想を下記の通り売上高、営業利益、経常利益、当期純利益が前

回発表した予想を下回る見通しとなりました。 尚、当期純利益につきましては来期以降の業績の回復に全力をつくすた

め、構造改革費、パフォーマンスの低い設備等の固定資産の除去費用等の特別損失を計上する予定です。 

（通期） 

  
  

  

(2) 個別業績予想 

  連結業績予想に記載した理由と同様に、上記の通り、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益が前回発表の予想に

比べて下回る見込であります。 

（通期） 

  

 (注) 本資料における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当社で判断したものであり、今後、

実際の業績は様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 

  
  
  
  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  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 

前回発表予想（Ａ）  23,021  2,849  2,654  1,637    133  80

今回修正予想（Ｂ）  19,190  240  △630  △1,580  △129  66

増減額（Ｂ－Ａ）  △3,831 － － － －   

増減率（％）  △16.6 － － － －   

前期実績  23,602  3,208  2,614  1,889  150  12

  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 

前回発表予想（Ａ）  19,540  1,643  1,836  1,016  83  6

今回修正予想（Ｂ）  16,380  780  365  △190  △15  45

増減額（Ｂ－Ａ）  △3,160 － － － －   

増減率（％）  △16.1 － － － －   

前期実績  18,744  1,528  1,712  1,177  96  26
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   2008年8月11日 意力速（上海）電子技術研発有限公司 を設立し連結会社範囲としています。 

  

   

  

     

  

  

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） 

（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 

  
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） 

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法 

 当第３四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３四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。 

前連結会計年度末以降、経営環境等かつ一時差異等の発生状況

に、繰延税金資産の回収可能性の判断に影響を及ぼす程度の著し

い変化がないと認められるので、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の相殺消去 

 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。 
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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。 

  

  

 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 

  
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） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

  

（1）連結の範囲の変更 

  第２四半期連結会計期間より、新たに設立した意力速（上

海）電子技術研発有限公司を、連結の範囲に含めております。 

（2）変更後の連結子会社の数 

  11社 

２．会計処理基準に関する事
項の変更 

（1）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、

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利益、経常

利益は、28百万円、税金等調整前四半期純利益は、116百万円

減少しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。 

  （2）「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。 

  これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響は、軽微であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記 
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 当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間に係る事業の種類別セグメント情報は、当社グループが

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。 

  

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

        

   

  

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) 

 （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」2.（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28百

万円減少しております。 

（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〕 

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

その他の 
地域 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 1,722  2,003  620  224  4,570  －  4,570

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 2,459  1,890  －  －  4,349 △4,349  －

計  4,181  3,839  620  224  8,920 △4,349  4,570

営業利益又は営業損失  277  △237  △27  △13  △3 △51  △55

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

その他の 
地域 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高               

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 5,767  7,676  2,396  785  16,626  －  16,626

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 8,655  7,222  －  －  15,878 △15,878  －

計  14,423  14,899  2,396  785  32,505 △15,878  16,626

営業利益又は営業損失  1,861  80  132  △17  2,057 △609  1,447
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当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

  

  

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) 

 （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 

  

  

〔海外売上高〕 

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  2,003  620  224  2,848

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  －  4,570

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 43.8  13.5  4.9  62.3

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  7,676  2,396  785  10,859

Ⅱ 連結売上高(百万円)  －  －  －  16,626

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 46.1  14.4  4.7  65.3

（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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５．四半期連結財務諸表 
（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 3,886 4,310

受取手形及び売掛金 4,909 5,568

商品 14 16

製品 1,993 1,723

原材料 779 743

仕掛品 607 585

貯蔵品 165 152

繰延税金資産 94 175

その他 772 752

貸倒引当金 △17 △20

流動資産合計 13,205 14,007

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,186 2,626

減価償却累計額 △1,106 △1,039

建物及び構築物（純額） 2,079 1,587

機械装置及び運搬具 7,530 6,898

減価償却累計額 △3,248 △3,015

機械装置及び運搬具（純額） 4,281 3,882

工具、器具及び備品 7,949 7,450

減価償却累計額 △5,691 △5,258

工具、器具及び備品（純額） 2,257 2,192

土地 837 837

建設仮勘定 1,246 1,932

有形固定資産合計 10,703 10,432

無形固定資産   

ソフトウエア 40 45

ソフトウエア仮勘定 831 768

その他 89 96

無形固定資産合計 960 910

投資その他の資産   

投資有価証券 277 356

その他 593 454

貸倒引当金 △167 △169

投資その他の資産合計 703 640

固定資産合計 12,367 11,984

資産合計 25,573 25,992
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（単位：百万円）

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 2,890 2,588

設備関係支払手形 681 648

短期借入金 798 249

1年内返済予定の長期借入金 122 191

未払法人税等 57 126

賞与引当金 112 233

その他 916 934

流動負債合計 5,578 4,973

固定負債   

長期借入金 712 804

退職給付引当金 311 299

役員退職慰労引当金 129 136

その他 9 59

固定負債合計 1,162 1,300

負債合計 6,741 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 7,758 7,689

自己株式 △237 △70

株主資本合計 19,943 20,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33 1

為替換算調整勘定 △1,112 △387

少数株主持分 34 62

純資産合計 18,831 19,718

負債純資産合計 25,573 25,992
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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：百万円）

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 16,626

売上原価 11,260

売上総利益 5,366

販売費及び一般管理費 3,918

営業利益 1,447

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 4

その他 23

営業外収益合計 60

営業外費用  

支払利息 23

為替差損 701

その他 32

営業外費用合計 757

経常利益 750

特別利益  

固定資産売却益 20

投資有価証券売却益 15

特別利益合計 36

特別損失  

固定資産除却損 114

たな卸資産評価損 87

その他 45

特別損失合計 248

税金等調整前四半期純利益 538

法人税、住民税及び事業税 230

法人税等調整額 △47

法人税等合計 182

少数株主損失（△） △19

四半期純利益 374
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,570

売上原価 3,427

売上総利益 1,143

販売費及び一般管理費 1,198

営業損失（△） △55

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 0

その他 9

営業外収益合計 18

営業外費用  

支払利息 8

為替差損 801

その他 14

営業外費用合計 823

経常損失（△） △860

特別利益  

固定資産売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 5

その他 30

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純損失（△） △895

法人税、住民税及び事業税 △306

法人税等調整額 △44

法人税等合計 △350

少数株主損失（△） △7

四半期純損失（△） △537
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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利益 538

減価償却費 1,280

賞与引当金の増減額（△は減少） △121

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △37

支払利息 23

為替差損益（△は益） 56

投資有価証券売却損益（△は益） △15

固定資産除却損 114

有形固定資産売却損益（△は益） △20

売上債権の増減額（△は増加） 289

たな卸資産の増減額（△は増加） △621

仕入債務の増減額（△は減少） 934

未払消費税等の増減額（△は減少） 119

その他 16

小計 2,563

利息及び配当金の受取額 37

利息の支払額 △22

法人税等の支払額 △254

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,322

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 281

有形固定資産の取得による支出 △2,327

有形固定資産の売却による収入 161

無形固定資産の取得による支出 △91

投資有価証券の売却による収入 36

その他 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,915

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） 553

長期借入金の返済による支出 △154

配当金の支払額 △305

リース債務の返済による支出 △52

自己株式の取得による支出 △167

財務活動によるキャッシュ・フロー △126

現金及び現金同等物に係る換算差額 △422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142

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 3,886
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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  18,050

Ⅱ 売上原価  11,524

売上総利益  6,526

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,883

営業利益  2,643

Ⅳ 営業外収益  157

Ⅴ 営業外費用  300

経常利益  2,500

Ⅵ 特別利益  37

Ⅶ 特別損失  89

税金等調整前四半期純利益  2,448

税金費用  709

少数株主利益   7

四半期純利益  1,731
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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(当期)純利益   2,448

減価償却費   1,297

固定資産除去損   40

売上債権増加額   △906

たな卸資産減額   53

仕入債務増加額   466

その他   △120

小計  3,279

利益及び配当金の受取額   64

利益の支払額   △31

法人税等の支払額   △1,112

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,200

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金預入による支出   △847

定期預金払戻による収入   1,468

有形固定資産取得による支出   △3,236

無形固定資産取得による支出  △477

その他   △234

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,327

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増額   327

長期借入金返済の支出   △230

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   △243

その他   △63

財務活動によるキャッシュ・フロー  △201
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 区分 
  

金額（百万円） 
  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △22

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 

 △1,350

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  5,621
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前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

       当中間連結会見期間において、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。 

  

  

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） 
アジア 

（百万円）
欧州  

(百万円）

その他の地
域 

（百万円）

計 
（百万円）

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 5,668  9,089  2,044  1,247  18,050  －  18,050

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 8,707  7,181  －  －  15,888 (15,888)  －

計  14,375  16,271  2,044  1,247  33,939 (15,888)  18,050

営業費用  12,372  15,071  1,943  1,250  30,637 (15,229)  15,407

営業利益  2,003  1,199  101  △3  3,302 (658)  2,643

〔海外売上高〕 

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

  

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,089  2,044  1,247  12,380

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  18,050

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 50  11  7  69
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   当第３四半期連結会計期間において、特に開示する情報はありません。 

  

  

６．その他の情報 
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