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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 34,232 ― 4,068 ― 3,367 ― 2,074 ―
20年3月期第3四半期 31,653 6.5 3,987 4.5 3,654 8.0 1,988 12.8

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 136.29 ―
20年3月期第3四半期 130.62 ―

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 45,913 22,771 49.6 1,495.26
20年3月期 44,539 22,440 50.4 1,473.34

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  22,761百万円 20年3月期  22,428百万円

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 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 8.00

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 41,000 △5.9 2,700 △50.4 1,700 △62.5 850 △63.5 55.84

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、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） 

※ 本資料に記載されている連結業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、実際の業績等は 
   様々な要因により予想と異なる結果となる場合があります。 
  なお、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  15,222,800株 20年3月期  15,222,800株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  48株 20年3月期  48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  15,222,752株 20年3月期第3四半期  15,222,757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３四半期連結累計期間における世界経済は、世界的な金融危機が実体経済に波及し、米国においては経済の

柱となる個人消費が低迷し、設備投資等も急速に減少して景気が急激に悪化しました。また、高い成長を維持して

好調であった中国等の新興国経済においても米国経済の落ち込みのためブレーキがかかるなど、予想をはるかに超

えるスピードで景気が後退局面に入り、世界同時不況に陥りました。

　わが国経済も、第２四半期連結会計期間までは景気の減速傾向が続きながらも比較的順調に推移しておりました

が、世界経済の景気悪化の影響を受けて輸出が過去最大の減少幅を記録し、また需要の急減により企業収益が大幅

に悪化するなど、急速に景気が悪化いたしました。

　当社グループの属する電子部品業界は、世界的な景気の悪化に伴い携帯電話やデジタル家電等の需要が急激に落

ち込み、部品の受注が急減いたしました。自動車電装部品業界におきましても、国内市場の低迷及び米国市場の大

幅な冷え込みに加え、新興国市場でも金融危機以後に自動車販売が失速し、自動車メーカーが大規模な生産調整に

迫られたことから大変厳しい状況となりました。

　また、半導体製造装置業界では、景気悪化による需要の急減により半導体メーカーが設備投資を凍結する動きが

広まり、非常に厳しい状況となりました。

　このような事業環境の中で、当社グループは、電子・電装・精密部品事業において、コネクタ及び同関連部品は、

ノートパソコンや無線ＬＡＮ向け細線同軸コネクタが好調に推移しておりましたが、第３四半期連結会計期間では

経済情勢の悪化によるノートパソコンの需要減少の影響を受け減速いたしました。ＨＤＤ用機構部品は、比較的順

調に推移しておりましたノートパソコン向け２．５インチＨＤＤも第３四半期連結会計期間では経済情勢の悪化を

受け大きく減速いたしました。自動車電装部品におきましても、第３四半期連結会計期間において自動車メーカー

の大規模な生産調整により大きく減速いたしました。

　また、半導体設備事業におきましても、半導体メーカーが設備投資を一段と手控えたことにより、半導体製造装

置の受注が大きく落ち込みました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は34,232百万円（前年同期比8.1％増）、営業利益4,068百万円

（前年同期比2.0％増）、経常利益3,367百万円（前年同期比7.8％減）となり、四半期純利益は2,074百万円（前年

同期比4.3％増）となりました。

　なお、上記の前年同期増減率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

　当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末と比較して1,374百万円増の45,913百

万円となりました。増加の主な要因は現金及び預金の増加1,223百万円、無形固定資産の増加413百万円等でありま

す。

　当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末と比較して1,042百万円増の23,141百万

円となりました。増加の主な要因は、借入金の増加1,328百万円及び繰延税金負債の増加361百万円等であり、減少

の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少920百万円によるものであります。

　また、純資産の残高は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加1,952百万円及び円高が進んだことによる

為替換算調整勘定（借方残高）の増加1,594百万円により、22,771百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の経済見通しにつきましては、世界的な金融危機に伴う未曾有の実体経済の悪化により、世界経済の景気後

退は深刻化するものと思われます。日本経済においても輸出が最悪の低水準で推移し、外需の大幅な落ち込みが内

需に波及して、景気の悪化が加速するものと思われます。

　　経済情勢の悪化により、当期の業績予想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9日）発

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。

 

 



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

　  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

　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　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、製品、半製品及び仕掛品は総平均法又は個別

法による原価法、原材料は総平均法による原価法、貯蔵品は最終仕入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、製品、半製品及び仕掛品は総平均法又は個別法による原価法（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）、原材料は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）、貯蔵品は最終仕入原価法（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及び経常利益は85,820千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は、171,860千円減少しております。

　③　「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）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　④　リース取引に関する会計基準の適用

　当社及び国内連結子会社は、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

表から適用することが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。

　なお、リース取引開始日が第１四半期連結会計期間開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

きましては、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。

　この変更による影響は軽微であります。

　⑤　追加情報

　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に資産の利用状況等を見直した結果、第

１四半期連結会計期間より、機械装置の一部について、耐用年数を７年～12年から６年～12年に変更して

おります。

　なお、この変更による影響は軽微であります。



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 9,110,756 7,886,936

受取手形及び売掛金 8,381,783 8,426,488

製品 3,607,343 3,470,448

仕掛品 1,895,274 1,495,136

原材料及び貯蔵品 1,350,672 1,673,406

繰延税金資産 853,646 802,204

その他 1,006,441 922,762

貸倒引当金 △29,253 △34,439

流動資産合計 26,176,665 24,642,944

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,155,822 8,407,357

減価償却累計額 △4,105,482 △3,981,879

建物及び構築物（純額） 4,050,340 4,425,478

機械装置及び運搬具 19,059,614 18,169,429

減価償却累計額 △11,825,321 △11,119,117

機械装置及び運搬具（純額） 7,234,292 7,050,312

工具、器具及び備品 9,093,429 7,939,361

減価償却累計額 △7,334,514 △5,965,648

工具、器具及び備品（純額） 1,758,915 1,973,713

土地 2,806,251 2,860,464

建設仮勘定 1,923,910 1,888,049

有形固定資産合計 17,773,709 18,198,018

無形固定資産   

のれん 45,970 75,570

その他 707,905 264,966

無形固定資産合計 753,876 340,536

投資その他の資産   

繰延税金資産 426,516 438,185

その他 802,642 940,289

貸倒引当金 △20,091 △20,773

投資その他の資産合計 1,209,067 1,357,700

固定資産合計 19,736,653 19,896,255

資産合計 45,913,319 44,539,200



（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 793,467 1,714,135

短期借入金 5,306,774 4,391,828

1年内償還予定の社債 776,000 926,000

未払法人税等 619,055 685,173

賞与引当金 501,113 731,730

その他 2,414,012 1,364,216

流動負債合計 10,410,423 9,813,084

固定負債   

社債 2,333,000 2,842,000

長期借入金 4,763,957 4,349,916

繰延税金負債 3,932,148 3,570,851

退職給付引当金 734,004 714,793

役員退職慰労引当金 196,640 179,640

その他 771,400 628,630

固定負債合計 12,731,150 12,285,831

負債合計 23,141,573 22,098,915

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,287,940 5,287,940

資本剰余金 4,812,216 4,812,216

利益剰余金 13,841,757 11,888,887

自己株式 △140 △140

株主資本合計 23,941,773 21,988,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,020 31,260

為替換算調整勘定 △1,186,826 408,082

評価・換算差額等合計 △1,179,806 439,342

少数株主持分 9,779 12,038

純資産合計 22,771,746 22,440,284

負債純資産合計 45,913,319 44,539,200



（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 34,232,994

売上原価 23,595,593

売上総利益 10,637,400

販売費及び一般管理費 6,568,561

営業利益 4,068,839

営業外収益  

受取利息及び配当金 55,568

和解金 40,000

その他 52,414

営業外収益合計 147,982

営業外費用  

支払利息 165,330

為替差損 381,714

デリバティブ運用損 259,604

その他 42,337

営業外費用合計 848,988

経常利益 3,367,834

特別利益  

固定資産売却益 20,437

特別利益合計 20,437

特別損失  

固定資産売却損 5,319

固定資産除却損 17,603

たな卸資産評価損 86,040

特別損失合計 108,962

税金等調整前四半期純利益 3,279,308

法人税、住民税及び事業税 879,867

法人税等調整額 324,121

法人税等合計 1,203,989

少数株主利益 667

四半期純利益 2,074,652



　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　  該当事項はありません。

（４）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

（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（千円）

Ⅰ　売上高 31,653,867

Ⅱ　売上原価 21,652,241

  売上総利益 10,001,626

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,013,709

  営業利益 3,987,916

Ⅳ　営業外収益 195,752

Ⅴ　営業外費用 529,384

  経常利益 3,654,284

Ⅵ　特別利益 48,534

Ⅶ　特別損失 98,780

　　　税金等調整前四半期純利
　　　益　　　

3,604,038

　　税金費用 1,615,135

　　少数株主利益 470

　　四半期純利益 1,988,432
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