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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 6,135 ― △120 ― △160 ― △190 ―

20年12月期第1四半期 10,420 5.5 195 △8.0 217 87.1 123 9.5

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12月期第1四半期 △70.44 ―

20年12月期第1四半期 45.83 ―

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12月期第1四半期 17,045 2,816 16.4 1,032.32
20年12月期 17,973 2,671 14.7 978.02

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  2,787百万円 20年12月期  2,640百万円

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12月期 ― 0.00 ― 8.50 8.50

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 8.50 8.50

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

13,891 ― △173 ― △232 ― △232 ― △86.67

通期 31,232 △16.9 213 407.1 100 19.0 30 ― 11.11
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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、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。 

(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） 

・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。 
・上記の業績予想は現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提としております。従って、実際の業績
は内外の状況変化により異なる結果となる場合がありますのでご承知おきください。 

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12月期第1四半期 2,700,000株 20年12月期  2,700,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  77株 20年12月期  77株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 2,699,923株 20年12月期第1四半期 2,699,923株
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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

　昨年９月に起こったリーマンブラザース倒産以来、世界経済はさらに深刻な不況に直面しましたが、G20をはじめ世

界の主要国が一致して不況克服に取組んだ成果が徐々に出てきていることに加えて、各企業の在庫調整が収束に向か

いつつあることから、ようやく世界経済の回復機運が出始めてきました。しかしながら、第１四半期連結会計期間に

おける当社グループをとりまく経営環境は依然としてきびしいものがあり、経営成績は下記となりました。　 

　日本は、電子部品実装部門において主力取引先の大幅な生産調整に伴い、電子部品実装部門における情報通信機器

用・半導体製造装置用ともに減産となったこと、機構組立部門において主力のデジタルカメラ用レンズ組立の生産は

微増となったものの、両部門合計における売上高は前年同期比大幅減少となりました。

　アジアは、電子部品実装部門において、香港・中国深圳子会社ではプラズマディスプレイ用が減産になったこと、

IT家電電源用が予想ほど伸びなかったことに加えて、主力のレーザービームプリンター用・情報通信機器用も大幅減

産となりました。さらに、中国無錫子会社において情報通信機器用が減産となった結果、売上高は前年同期比大幅減

少となりました。

　以上の結果、連結売上高は6,135百万円(前年同期比41.1％減少)となりました。 

　このため日本・アジアとも、当社グループ全体で従来の生産・部品調達体制を全面的に見直し、製造経費、販売費

及び一般管理費削減に取り組むと共に、幹部社員の大幅給与削減、雇用確保を優先しながら人件費の大幅削減に注力

いたしましたが、急激に大幅な減産となったことにより、連結営業損失は120百万円(前年同期は195百万円の営業利

益)となりました。 

　日本は、昨年来の金融危機対応から前倒しで資金調達をしたことに伴い金融費用が増加したこと、アジアは、香港・

中国深圳子会社の大幅減産に伴う一時的な在庫増加に伴い金融費用が増加したこと、また、中国無錫子会社において

も金融危機対応から資金調達に伴う費用が増加しました。この結果、連結経常損失は160百万円(前年同期は217百万円

の経常利益)となりました。これに特別損益、法人税等及び少数株主損失を加減した結果、連結純損失は190百万円(前

年同期は123百万円の純利益)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１四半期連結会計期間末における総資産は17,045百万円(前連結会計年度末比928百万円減)となりました。　

　流動資産は、受取手形及び売掛金及びたな卸資産が減少したことなどにより、12,243百万円(前連結会計年度末比

968百万円減)となりました。　

　固定資産は、機械装置及び運搬具の取得等により4,802百万円(前連結会計年度末比40百万円増)となりました。　

　　負債合計は、14,229百万円(前連結会計年度末比1,073百万円減)となりました。　

　流動負債は、支払手形及び買掛金、短期借入金が減少したこと等により、9,644百万円(前連結会計年度末比1,041

百万円減)となりました。　

　　固定負債は、社債の発行があったものの、長期借入金の返済等により、4,584百万円(前連結会計年度末比31百万

  円減)となりました。　

　　純資産合計は、2,816百万円(前連結会計年度末比145百万円増)となりました。　

　株主資本が減少した一方、前連結会計年度末と比べて円安となったため為替換算調整勘定が好転したこと等によ

るものであります。　

 

（２）キャッシュ・フローの状況

 当第１四半期連結会計期間末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

347百万円増加し、2,096百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は655百万円となりました。

　　減価償却費167百万円の計上、売上債権の減少645百万円、たな卸資産の減少715百万円および未収消費税等の

　減少166百万円があった一方、仕入債務の減少988百万円があったこと等によるものであります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は54百万円となりました。

　　定期預金の預入れによる支出10百万円及び有形固定資産の取得による支出52百万円があった一方、投資有価証

　券の売却による収入49百万円があったこと等によるものであります。

③　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・フローの資金の減少は315百万円となりました。

　　社債の純増220百万円があった一方、短期借入金の純減299百万円、長期借入金の純減213百万円及び配当金の支
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  払17百万円があったこと等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

　現時点におきましては、平成21年２月12日に発表いたしました業績予想に修正はありません。

 

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）

　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.　たな卸資産の実地棚卸の省略　

　　　　　　前連結会計年度末に係る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　

　　固定資産の減価償却費については、当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）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.　四半期財務諸表に関する会計基準

　　　　　　当第１四半期連結会計期間より「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.　棚卸資産の評価に関する会計基準　

　　　　　　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、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

　　　　　低下に基づく簿価の切り下げの方法により算定しております。これに伴う損益に与える影響は軽微でありま

　　　　　す。

 

　　　　3.　連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

　　　　　　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、連結決算上必要な修正を行っております。これに伴う

　　　　　損益に与える影響は軽微であります。

 

　　　　4.　リース取引に関する会計基準

　　　　　　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日以降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、当第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適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

　　　　　の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す。

　　　　　　これに伴う損益に与える影響は軽微であります。

 

　　　当第１四半期連結会計期間より「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。
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（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１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

　電子部品受託加工事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、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、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しております。

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,508,601 3,627,009 6,135,610 － 6,135,610

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
577,585 248,653 826,239 826,239　 －

計 3,086,187 3,875,662 6,961,849 826,239　 6,135,610

営業利益又は営業損失(△) 66,646 △149,363 △82,716 38,181　 △120,898

　（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

アジア……中国、台湾、ベトナム等

 

〔海外売上高〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,213,881 3,213,881

Ⅱ　連結売上高（千円） － 6,135,610

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
52.4 52.4

　（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．各区分に属する国又は地域の内訳

アジア…中国、台湾、ベトナム等

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。

（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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,108,864 1,749,215

受取手形及び売掛金 4,613,027 5,096,191

有価証券 1,292 18,223

たな卸資産 － 5,620,104

商品及び製品 440,914 －

仕掛品 125,947 －

原材料及び貯蔵品 4,605,170 －

繰延税金資産 31,084 33,923

その他 317,087 694,493

貸倒引当金 △370 △370

流動資産合計 12,243,016 13,211,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,938,140 2,867,429

減価償却累計額 1,724,208 1,666,398

建物及び構築物（純額） 1,213,932 1,201,031

機械装置及び運搬具 4,830,974 4,469,143

減価償却累計額 2,345,967 2,103,809

機械装置及び運搬具（純額） 2,485,006 2,365,333

土地 150,198 150,198

建設仮勘定 6,565 119,518

その他 570,487 564,415

減価償却累計額 356,003 346,867

その他（純額） 214,483 217,548

有形固定資産合計 4,070,186 4,053,631

無形固定資産   

その他 133,771 129,921

無形固定資産合計 133,771 129,921

投資その他の資産   

投資有価証券 178,126 167,988

保険積立金 349,817 339,880

繰延税金資産 24,492 25,630

その他 81,036 79,732

貸倒引当金 △34,662 △34,662

投資その他の資産合計 598,811 578,568

固定資産合計 4,802,769 4,762,121

資産合計 17,045,786 17,973,901
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,914,728 4,729,457

短期借入金 2,507,342 2,643,372

1年内返済予定の長期借入金 2,096,949 2,161,149

1年内償還予定の社債 486,000 384,000

未払法人税等 10,073 63,552

賞与引当金 42,000 21,000

その他 587,704 683,964

流動負債合計 9,644,798 10,686,498

固定負債   

社債 596,000 477,500

長期借入金 3,956,315 4,105,740

繰延税金負債 3,573 3,651

退職給付引当金 27,747 28,286

その他 1,000 1,000

固定負債合計 4,584,636 4,616,177

負債合計 14,229,435 15,302,676

純資産の部   

株主資本   

資本金 856,300 856,300

資本剰余金 563,300 563,300

利益剰余金 1,469,165 1,682,294

自己株式 △50 △50

株主資本合計 2,888,714 3,101,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △81,556 △83,611

繰延ヘッジ損益 △3,268 △2,705

為替換算調整勘定 △16,700 △374,922

評価・換算差額等合計 △101,525 △461,238

少数株主持分 29,162 30,620

純資産合計 2,816,351 2,671,225

負債純資産合計 17,045,786 17,973,901
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,135,610

売上原価 5,939,688

売上総利益 195,922

販売費及び一般管理費 316,820

営業損失（△） △120,898

営業外収益  

受取利息 1,909

受取配当金 1,564

その他 15,916

営業外収益合計 19,391

営業外費用  

支払利息 39,965

その他 19,514

営業外費用合計 59,480

経常損失（△） △160,987

特別利益  

投資有価証券売却益 8,321

特別利益合計 8,321

特別損失  

減損損失 32,050

特別損失合計 32,050

税金等調整前四半期純損失（△） △184,716

法人税等 6,920

少数株主損失（△） △1,458

四半期純損失（△） △190,179
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 △184,716

減価償却費 167,370

受取利息及び受取配当金 △3,474

支払利息 39,965

社債発行費 4,374

為替差損益（△は益） 12,291

減損損失 32,050

売上債権の増減額（△は増加） 645,935

たな卸資産の増減額（△は増加） 715,238

仕入債務の増減額（△は減少） △988,509

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △538

投資有価証券売却損益（△は益） △8,321

未収消費税等の増減額（△は増加） 166,892

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,848

その他 54,860

小計 680,266

利息及び配当金の受取額 3,467

利息の支払額 △40,827

法人税等の支払額 △46,150

法人税等の還付額 59,030

営業活動によるキャッシュ・フロー 655,785

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △52,661

無形固定資産の取得による支出 △185

投資有価証券の取得による支出 △30,635

投資有価証券の売却による収入 49,342

その他 △10,051

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,191

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） △299,507

長期借入れによる収入 380,000

長期借入金の返済による支出 △593,624

社債の発行による収入 300,000

社債の償還による支出 △79,500

配当金の支払額 △17,169

その他 △6,179

財務活動によるキャッシュ・フロー △315,981

現金及び現金同等物に係る換算差額 62,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 347,652

現金及び現金同等物の期首残高 1,749,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,096,868
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第1四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期

第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,420,222

Ⅱ　売上原価 9,846,298

売上総利益 573,924

Ⅲ　販売費及び一般管理費 378,481

営業利益 195,443

Ⅳ　営業外収益 80,793

　　1　受取利息 4,074

　　2　その他 76,719

Ⅴ　営業外費用 58,378

　　1　支払利息 37,440

　　2　その他 20,938

経常利益 217,857

Ⅵ　特別利益 5,000

Ⅶ　特別損失 32,955

税金等調整前四半期純利益 189,902

税金費用 66,160

四半期純利益 123,741

 

 

６．その他の情報

　　該当事項はありません。
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