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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 2,924 △56.1 △359 ― △362 ― △374 ―
21年3月期第1四半期 6,668 ― 411 ― 422 ― 204 ―

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

22年3月期第1四半期 △24.41 ―
21年3月期第1四半期 13.33 ―

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

22年3月期第1四半期 18,961 10,533 55.6 687.05
21年3月期 19,029 10,488 55.1 684.11

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,533百万円 21年3月期  10,488百万円

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

21年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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

第2四半期 
連結累計期間

6,462 △49.9 △496 ― △480 ― △530 ― △34.57

通期 14,967 △29.1 △329 ― △331 ― △433 ― △28.24



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） 

(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21年５月８日公表の連結業績予想の修正を、本日、平成21年７月31日に公表いたしました。 
２.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３.[連結業績予想に関する定性的情報]をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 15,348,407株 21年3月期  15,348,407株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  16,378株 21年3月期  16,378株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 15,332,029株 21年3月期第1四半期 15,334,728株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前期後半からの米国経済の減速と金融危機の影響を引きずって

の推移となりました。 

 当期に入り、一部においては底入れの兆しが見えて来たとはいうものの、全体を押し上げるほどの力強さは感じら

れず、本格的な回復には、なお時間を要するものと推測されます。 

 今後の見通しにつきましても、企業収益や設備投資の減少、雇用情勢の悪化など厳しい状況にあり、欧米各国の景

気動向の見通しが立たない状況にある事から、輸出産業を中心に企業の生産活動は引き続き低水準での推移を辿るも

のと予想されます。 

 当社グループの属する電子部品業界におきましても、企業収益の悪化による設備投資抑制や雇用状況の悪化による

消費の落ち込みの影響が前期以降継続しており、自動車やＩＴ・デジタル家電等を中心に需要が大幅に減退するとと

もに、競争の激化による価格下降圧力が増大し、厳しさの増す事業環境での推移となりました。 

 このような状況下、当社グループは市場競争で勝ち抜くため、今期の経営重点項目として「次世代製品の取り込

み」と「品質重視」を掲げ、全社的な取り組みを推進しております。 

 具体的には、当期４月より社長直轄組織として品質保証部を設置し、現在の主力製品の一つである発光ダイオード

（ＬＥＤ）用リードフレームやスマートフォン等に使用されているマイクロピッチコネクタ用部品においては、更な

る品質の向上とコストの低減に努め、顧客満足度の向上及び市場シェアの拡大を進めております。 

 また、次世代を担う製品の事業化を目指すため、技術開発本部を設置し、マーケティング活動の強化及びニーズを

的確にとらえた製品開発を推進しております。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は29億２千４百万円（前年同期比56.1％減）、営業損失３億５千９

百万円（前年同期は営業利益４億１千１百万円）、経常損失３億６千２百万円（前年同期は経常利益４億２千２百万

円）、四半期純損失３億７千４百万円（前年同期は四半期純利益２億４百万円）となりました。 

製品群別の業績は、次のとおりであります。 

① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム 

 当製品群は、車載向け、民生用機器向けが主なものであります。前期後半からの需要低迷の回復の見通しが立たな

いままでの推移となり、半導体向け及び自動車関連向けデバイスを始めとする顧客の生産調整が継続しております。

当製品群の売上高は７億７千３百万円（前年同期比62.3％減）となりました。 

② オプト用リードフレーム 

 当製品群は、ＬＥＤ用部品及びレーザー用部品が主なものであります。 全般的に低水準であったものの、照明を

用途としたＬＥＤ用リードフレームの受注状況は堅調に推移しました。当製品群の売上高は８億７千５百万円（同

51.0％減）となりました。 

③ コネクタ用部品 

 当製品群は、携帯電話向け、デジタル家電向けが主なものであります。前期の行き過ぎた在庫調整の反動から、春

先にかけて受注の回復が顕著に見られました。しかしながら、携帯電話を中心とするＩＴデジタル家電の需要動向が

依然として不透明である状況が継続している為、回復力に欠ける状況にあり、停滞感が漂うなかでの推移となってお

ります。当製品群の売上高は11億２千万円（同49.7％減）となりました。 

④ その他 

 その他の製品群としては、リレー用部品が主なものであります。当製品群の売上高は１億５千５百万円（同74.2％

減）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。 

① 日本 

 日本国内におきましては、前期に続き個人消費の低迷に伴う、自動車販売の不振やＩＴ・デジタル家電の不調の影

響を受け、全般的に低水準の受注状況となりました。しかしながら、エコカー減税やエコポイント制度の影響から、

一部の製品におきましては持ち直しの動きが見え始めております。特に、ＬＥＤを用いた照明機器が相次いで発売さ

れる等、市場における省エネ機器への関心の度合いが高まりつつありますＬＥＤ向けリードフレームについての受注

については、急速に回復しつつある状況にあります。 

 その結果、売上高は21億７千２百万円（前年同期比48.3％減）、営業損失は１億５千５百万円（前年同期は営業利

益３億１百万円）となりました。 

② アジア 

 アジア地域におきましても、前期に続き世界規模での急激な景気後退の影響を受けており、低水準の受注状況が継

続しております。また在庫調整に伴う供給過剰の状態が続いた事により、域内におきまして価格競争が激化してお

り、厳しい事業環境となっております。 

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



 しかしながら一部の車載用デバイス向け部品及びＬＥＤ用リードフレームにつきましては、底打ちの状況が見られ

緩やかながら受注の回復傾向が鮮明になりつつある状況にあります。 

 その結果、売上高は７億５千１百万円（同69.5％減）、営業損失は２億４百万円（前年同期は営業利益１億９百万

円）となりました。 

  

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の総資産は、前期末に比べ６千８百万円減少し、189億６千１百万円となりました。 

 負債合計は、前期末に比べ１億１千３百万円減少し、84億２千７百万円となりました。これは主に仕入債務の減少

及び短期借入金が増加したものであります。 

 また、純資産の部は、為替換算調整勘定等の増加により、105億３千３百万円となり、自己資本比率は55.6％とな

りました。 

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、前期末に比べ１億６千２

百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には９億３千万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は５億８千３百万円（前年同期は２億２千４百万円の獲得）となりました。これは主

に減価償却費３億４千８百万円の計上による増加と、税金等調整前四半期純損失３億６千９百万円及び仕入債務６億

５千１百万円の資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は９千９百万円（前年同期は３億１千３百万円）となりました。これは主に有形固定

資産の取得１億２千２百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は４億６千７百万円（前年同期は２億９千９百万円）となりました。これは主に短期

借入金の純増減額６億９千５百万円及び長期借入金の純減少額２億１千９百万円によるものであります。 

  

 平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間及び通期ともに修正しておりま

す。 

 なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成21年７月31日）公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

１．たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して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．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 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化がなく、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は、前連結会計年度末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、前連結会計年度末以降に経営環境等に 

著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末に 

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する 

方法によっております。 

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

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



  

該当事項はありません。   

 当社グループは前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間に売上高が著しく減少したことにより、前期に

重要な当期純損失、当第１四半期連結会計期間に四半期純損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上し

ております。 

 当社グループはこのような状況を改善する為に、中国事業の再構築を始め、事業本部制への移行、技術開発本

部及び品質保証部の新たな設置等、激しく変化する事業環境に俊敏に対応が取れる体制を整えております。資金

面では、将来の資金需要に対応する融資枠を設定しており、万全の体制を整えております。以上により、四半期

連結財務諸表の注記として、継続企業の前提に関する注記は記載しておりません。 

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



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６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 930,787 1,093,415

受取手形及び売掛金 2,313,843 2,363,213

商品及び製品 454,586 558,192

仕掛品 656,169 609,421

原材料及び貯蔵品 864,302 755,551

未収入金 72,227 63,679

その他 44,748 37,070

貸倒引当金 △989 △1,849

流動資産合計 5,335,676 5,478,694

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,485,103 9,361,967

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,716,749 △5,618,029

建物及び構築物（純額） 3,768,353 3,743,937

機械装置及び運搬具 13,213,093 12,950,878

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,855,209 △8,543,947

機械装置及び運搬具（純額） 4,357,883 4,406,930

工具、器具及び備品 4,628,174 4,538,348

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,257,748 △4,191,409

工具、器具及び備品（純額） 370,425 346,939

土地 3,626,606 3,626,606

建設仮勘定 30,988 73,990

有形固定資産合計 12,154,258 12,198,404

無形固定資産 164,824 161,031

投資その他の資産   

投資有価証券 595,460 507,641

前払年金費用 228,850 210,183

繰延税金資産 1,772 2,716

その他 519,114 509,684

貸倒引当金 △38,751 △38,437

投資その他の資産合計 1,306,446 1,191,787

固定資産合計 13,625,528 13,551,223

資産合計 18,961,205 19,029,918



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,045,202 2,635,969

短期借入金 2,447,948 1,778,437

未払法人税等 14,105 14,429

未払消費税等 26,404 37,186

賞与引当金 84,000 165,000

事業整理損失引当金 208,766 240,000

繰延税金負債 1,001 1,814

その他 580,426 527,684

流動負債合計 5,407,855 5,400,522

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 902,520 1,065,906

繰延税金負債 168,561 129,735

退職給付引当金 38,199 37,831

役員退職慰労引当金 640,874 631,100

リース債務 69,148 75,833

再評価に係る繰延税金負債 600,166 600,166

固定負債合計 3,019,470 3,140,573

負債合計 8,427,326 8,541,095

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,149,472 4,149,472

資本剰余金 4,459,862 4,459,862

利益剰余金 2,490,610 2,864,927

自己株式 △7,601 △7,601

株主資本合計 11,092,344 11,466,661

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92,453 38,900

土地再評価差額金 △261,369 △261,369

為替換算調整勘定 △389,549 △755,369

評価・換算差額等合計 △558,465 △977,838

純資産合計 10,533,879 10,488,822

負債純資産合計 18,961,205 19,029,918



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,668,673 2,924,753

売上原価 5,681,939 2,917,333

売上総利益 986,734 7,419

販売費及び一般管理費 575,183 366,667

営業利益又は営業損失（△） 411,551 △359,248

営業外収益   

受取利息 2,302 298

受取配当金 1,968 1,757

受取賃貸料 13,774 13,761

助成金収入 － 23,139

為替差益 18,916 －

その他 8,290 3,326

営業外収益合計 45,251 42,282

営業外費用   

支払利息 19,634 16,339

債権売却損 8,700 3,724

租税公課 － 5,425

為替差損 － 13,742

その他 5,698 6,118

営業外費用合計 34,032 45,351

経常利益又は経常損失（△） 422,770 △362,316

特別利益   

固定資産売却益 1,456 805

貸倒引当金戻入額 10,696 －

特別利益合計 12,153 805

特別損失   

固定資産売却損 4,548 4,110

固定資産除却損 10,918 3,671

たな卸資産評価損 102,150 －

特別損失合計 117,617 7,782

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

317,305 △369,292

法人税、住民税及び事業税 53,208 63

法人税等調整額 59,635 4,959

法人税等合計 112,844 5,023

四半期純利益又は四半期純損失（△） 204,461 △374,316



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

317,305 △369,292

減価償却費 402,407 348,752

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,023 △2,572

前払年金費用の増減額（△は増加） △21,672 △18,667

受取利息及び受取配当金 △4,271 △2,056

支払利息 19,634 16,339

有形固定資産除却損 10,918 3,671

売上債権の増減額（△は増加） △110,897 133,668

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,957 6,705

仕入債務の増減額（△は減少） △164,255 △651,157

その他 △118,991 △24,102

小計 284,243 △558,711

利息及び配当金の受取額 4,399 2,056

利息の支払額 △23,088 △18,021

法人税等の支払額 △41,370 △8,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 224,184 △583,469

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 △307,376 △122,583

有形固定資産の売却による収入 6,806 29,941

無形固定資産の取得による支出 △1,940 －

投資有価証券の取得による支出 △2,451 △2,447

投資その他の資産の増減額（△は増加） △8,354 △8,354

その他 △180 3,721

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,497 △99,722

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） 84,765 695,269

長期借入金の返済による支出 △227,607 △219,296

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17,922 △8,022

自己株式の取得による支出 △286 －

配当金の支払額 △138,014 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △299,064 467,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90,716 52,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △479,093 △162,627

現金及び現金同等物の期首残高 1,722,738 1,093,415

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,243,644 930,787



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日）において、当連結グループはプレス加工品関連事業を主に営んでお

り、事業区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６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。 

アジア……シンガポール・フィリピン・中国 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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。 

アジア……シンガポール・フィリピン・中国  

（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〕

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,203,833  2,464,839  6,668,673  －  6,668,673

(2）セグメント間の内部売上高  206,311  22,175  228,486  (228,486)  －

計  4,410,144  2,487,015  6,897,159  (228,486)  6,668,673

営業利益  301,609  109,909  411,518  32  411,551

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,172,876  751,876  2,924,753  －  2,924,753

(2）セグメント間の内部売上高  86,697  2,609  89,306  (89,306)  －

計  2,259,574  754,485  3,014,060  (89,306)  2,924,753

営業利益又は営業損失（△）  △155,050  △204,501  △359,552  303  △359,248



 （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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国 

(2）中南米……メキシコ 

(3）北 米……アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 （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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国 

(2）北 米……アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

    アジア 中南米 北米 計 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 3,067,078  30,078  492  3,097,649

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 －  －  －  6,668,673

Ⅲ 海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

 45.9  0.4  0.0  46.4

    アジア 北米 計 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日） 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 942,696  788  943,485

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 －  －  2,924,753

Ⅲ 海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

 32.2  0.0  32.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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