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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 4,151 △43.6 △671 ― △739 ― △487 ―

21年3月期第1四半期 7,354 ― △77 ― 182 ― △227 ―

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 △25.68 ―

21年3月期第1四半期 △11.98 ―

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 29,944 17,493 58.3 920.62
21年3月期 30,560 17,634 57.6 928.05

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  17,467百万円 21年3月期  17,608百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

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  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

9,460 △33.1 △1,120 ― △1,260 ― △1,430 ― △75.37

通期 22,410 △0.1 △900 ― △1,200 ― △1,640 ― △86.43
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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  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） 

(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 

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。 

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 20,537,875株 21年3月期 20,537,875株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,563,784株 21年3月期 1,563,784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 18,974,091株 21年3月期第1四半期 18,974,311株
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 当第１四半期連結会計期間における経済状況は、前連結会計年度からの最悪期を脱出して一部に底入れの兆しが

見られるものの、設備や雇用の過剰感は依然として払拭されておらず、厳しい状況が続いております。また、当社

グループが関連するエレクトロニクス業界におきましても、低価格パソコンや地上デジタル放送向け製品及び地球

温暖化対策にともなう環境に優れた製品等を中心に改善は見られるものの、本格回復には至らず、消費低迷による

販売不振や世界的な需要の減少に伴う価格下落など、依然として不透明な状況が続いております。 

 このような環境下、当社グループは、新製品の投入や原価低減を推進して収益力の回復に努める一方、事業構造

改革として前連結会計年度より人員の適正化や休業の実施、設備投資・研究開発の厳選等を行い、継続的かつ抜本

的なコスト構造の見直しにグループ一丸となって取り組んでおります。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は4,151百万円（前年同四半期比43.6％減）となりました。損益

面では、減収による原価率の悪化により営業損失671百万円（前年同四半期は営業損失77百万円）、経常損失739百

万円（前年同四半期は経常利益182百万円）となりました。四半期純損益では、退職給付制度間の移行処理による

特別利益253百万円等の計上により、当期純損失487百万円（前年同四半期は四半期純損失227百万円）となりまし

た。 

 部門別の概況は、次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間から事業部門を変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第１四半期連

結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

 [コネクタ・ＰＶソリューション事業部門] 

 薄型ＴＶやアミューズメント向け高速伝送用ケーブル（ＹＦＬＥＸ）及びコネクタ製品は好調な販売推移に転換

しつつありますが、市場全般の回復には至らず、前年同四半期比では大幅な落ち込みとなりました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,001百万円（前年同四半期比29.4％減）となりました。 

 なお、注力している太陽電池モジュール用接続部品の量産立ち上げは第２四半期連結会計期間からの見込みとな

っております。 

 [テストソリューション事業部門] 

 半導体メーカーの設備投資全体の回復ペースは、前連結会計年度の最悪期を脱しつつありますが、極めて鈍い状

況にあります。特に車載向けやメモリー半導体の在庫調整が解消されてきたものの、後工程検査のバーンイン向け

主力製品の販売は低調な推移となりました。 

 なお、半導体検査機器等のメンテナンス事業は小規模ではありますが比較的堅調な推移となりました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,282百万円（前年同四半期比48.7％減）となりました。 

 [光関連・ＥＭＳ事業部門] 

 光関連事業では、主力の民生用デジタル光学機器向けや光通信向け薄膜フィルタ製品が振るわず低調な推移とな

りました。ＥＭＳ事業においては、基板実装事業での部材の自社調達による売上の総額計上から無償受給による純

額計上への変更により前年同四半期比で大幅な減収となりましたが、不採算製品の整理により収益面での改善を図

ることができました。また、液晶組立事業においても前連結会計年度後半からの中小型液晶パネルの需要の落ち込

みから減収となりました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は867百万円（前年同四半期比57.1％減）となりました。 

 所在地別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

 [日本] 

 国内においては、前連結会計年度後半からの最悪期を脱し、低価格パソコンや地上デジタル放送向け薄型ＴＶ製

品及び環境対応の家電製品向けを中心に需要の改善は見られるものの、主力のコネクタ製品や半導体検査用ＩＣソ

ケット製品は小幅な回復基調に留まり、前年同四半期比では大幅な落ち込みとなりました。また、国内ＥＭＳ事業

の液晶組立においても、中小型液晶パネルの需要の落ち込みから低調な推移となりました。 

 その結果、売上高は1,906百万円（前年同四半期比25.2％減）、営業損失286百万円（前年同四半期は営業利益

194百万円）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

山一電機㈱（6941）平成22年３月期　第１四半期決算短信

3



 [北米] 

 北米においては、前連結会計年度後半からの低迷状況から脱しきれず、主力の半導体検査用ＩＣソケット製品や

コネクタ製品は低調な推移となりました。 

 その結果、売上高は419百万円（前年同四半期比47.1％減）、営業損失38百万円（前年同四半期は営業利益12百

万円）となりました。 

 [アジア] 

 アジアにおいては、韓国市場は活発となっておりますが、市場全般の回復には至っておりません。また、基板実

装事業での部材の自社調達による売上の総額計上から無償受給による純額計上への変更により、前年同四半期比で

大幅な落ち込みとなりました。 

 その結果、売上高は1,281百万円（前年同四半期比55.3％減）、営業利益62百万円（前年同四半期比49.5％減）

となりました。 

 [欧州] 

 欧州においては、前連結会計年度後半からの低迷状況から脱しきれず、ＦＡ機器向けコネクタ製品や半導体検査

工程向けバーンインソケット製品は低調な推移となりました。 

 その結果、売上高は543百万円（前年同四半期比52.5％減）、営業損失92百万円（前年同四半期は営業利益28百

万円）となりました。 

 なお、注力している太陽電池モジュール用コネクタ製品は、第２四半期連結会計期間以降より売上に寄与してい

くと見込んでおります。 

当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、29,944百万円（前連結会計年度末比615百万円減少）と

なりました。流動資産は、有形固定資産の取得や特別退職金の支払いなどによる現金及び預金の減少等により

1,137百万円減少となりました。投資その他の資産につきましては、投資有価証券の時価上昇による評価差益の計

上等により594百万円の増加となりました。  

負債につきましては、12,450百万円（前連結会計年度末比474百万円減少）となりました。これは主に、借入金

の返済や特別退職金の支払いなどにより流動負債が605百万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、17,493百万円（前連結会計年度末比141百万円減少）となりました。株主資本は、四半

期純損失を計上したことなどにより505百万円減少いたしました。 

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月19日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。  

 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。  

該当事項はありません。 

 当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消しまたは改善すべく、前連結会計年度における早期退職制度の導入などによ

る人員の最適化や前連結会計年度からの役員報酬及び管理職給与の減額などにより、費用削減に努めました。併

せて今後グループ総費用として10％削減する予定であります。また、当第１四半期連結会計期間に返済期限が到

来した借入金の借換えを実施し、今後返済期限が到来する借入金の借換えと新たな融資について、引き続き主力

金融機関との間で交渉しております。 

  

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）継続企業の前提に関する重要事象等
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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 5,038,823 5,999,239

受取手形及び売掛金 6,183,407 6,455,677

商品及び製品 1,103,509 1,118,255

仕掛品 395,702 421,446

原材料及び貯蔵品 1,256,004 1,090,012

繰延税金資産 136,156 112,604

その他 683,521 732,063

貸倒引当金 △20,097 △14,605

流動資産合計 14,777,028 15,914,693

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,674,813 3,715,648

機械装置及び運搬具 1,855,880 1,883,431

工具、器具及び備品 1,822,064 1,819,686

土地 3,913,630 3,911,723

リース資産 11,156 11,932

建設仮勘定 127,931 114,229

有形固定資産合計 11,405,475 11,456,651

無形固定資産   

のれん 75,637 82,025

その他 210,427 225,668

無形固定資産合計 286,065 307,693

投資その他の資産   

投資有価証券 1,919,829 1,447,221

繰延税金資産 73,515 73,853

その他 1,578,774 1,456,593

貸倒引当金 △96,389 △96,445

投資その他の資産合計 3,475,729 2,881,223

固定資産合計 15,167,270 14,645,568

資産合計 29,944,298 30,560,262
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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 3,197,232 3,163,501

短期借入金 5,539,645 5,742,531

未払法人税等 42,789 66,723

役員賞与引当金 4,049 6,300

繰延税金負債 262,340 273,330

その他 2,405,461 2,804,806

流動負債合計 11,451,519 12,057,191

固定負債   

長期借入金 480,784 484,492

退職給付引当金 106,855 163,198

役員退職慰労引当金 65,670 62,427

繰延税金負債 259,231 63,426

その他 86,904 94,701

固定負債合計 999,446 868,245

負債合計 12,450,965 12,925,437

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 △525,058 △19,681

自己株式 △2,281,300 △2,281,300

株主資本合計 18,178,793 18,684,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 370,249 89,140

為替換算調整勘定 △1,081,182 △1,164,408

評価・換算差額等合計 △710,933 △1,075,267

少数株主持分 25,473 25,922

純資産合計 17,493,333 17,634,825

負債純資産合計 29,944,298 30,560,262
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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）

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 7,354,673 4,151,288

売上原価 5,502,994 3,415,195

売上総利益 1,851,678 736,093

販売費及び一般管理費   

給料 812,785 599,128

賞与 113,872 47,779

福利厚生費 125,893 96,309

運賃諸掛 98,881 73,700

旅費及び交通費 69,160 41,660

減価償却費 108,406 83,157

支払手数料 66,015 51,269

賃借料 85,131 96,479

雑費 449,150 317,921

販売費及び一般管理費合計 1,929,297 1,407,408

営業損失（△） △77,618 △671,315

営業外収益   

受取利息 13,179 4,686

受取配当金 22,868 14,910

為替差益 241,821 －

助成金収入 － 33,370

その他 33,010 20,791

営業外収益合計 310,880 73,759

営業外費用   

支払利息 19,210 28,364

為替差損 － 54,882

持分法による投資損失 16,934 54,898

その他 14,988 4,063

営業外費用合計 51,134 142,208

経常利益又は経常損失（△） 182,127 △739,764

特別利益   

固定資産売却益 31,800 2,394

貸倒引当金戻入額 － 2,127

退職給付制度終了益 － 253,839

特別利益合計 31,800 258,361

特別損失   

固定資産除却損 16,112 14,298

固定資産売却損 108 1,759

たな卸資産評価損 146,517 －

持分変動損失 14,823 －

その他 － 4,905

特別損失合計 177,561 20,963

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（△）

36,366 △502,366
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（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) 

法人税、住民税及び事業税 66,945 13,106

法人税等調整額 196,491 △27,785

法人税等合計 263,436 △14,678

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △487,688

少数株主利益又は少数株主損失（△） 168 △443

四半期純損失（△） △227,238 △487,244
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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）

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 36,366 △502,366

減価償却費 520,809 406,877

受取利息及び受取配当金 △36,048 △19,597

支払利息 19,210 28,364

為替差損益（△は益） △158,811 27,227

売上債権の増減額（△は増加） 83,593 280,688

たな卸資産の増減額（△は増加） 454,838 △111,530

仕入債務の増減額（△は減少） △554,402 35,787

その他 △13,404 △120,076

小計 352,151 25,375

利息及び配当金の受取額 33,457 18,470

利息の支払額 △20,371 △31,446

特別退職金の支払額 － △304,793

法人税等の支払額 △87,158 △41,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 278,078 △333,674

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 △828,654 △413,772

有形固定資産の売却による収入 296,317 4,739

その他 △44,743 △21,716

投資活動によるキャッシュ・フロー △577,080 △430,749

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） 909,100 500,000

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 △903,708 △703,708

配当金の支払額 △42,107 △193

その他 △18,411 △13,967

財務活動によるキャッシュ・フロー 394,872 △217,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 108,405 21,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,276 △960,308

現金及び現金同等物の期首残高 5,131,499 5,993,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,335,775 5,033,478
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 当社グループは、前連結会計年度2,891,295千円、当第１四半期連結会計期間671,315千円の営業損失を計上

し、また、前連結会計年度4,721,163千円、当第１四半期連結会計期間487,244千円の当期純損失を計上しており

ます。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消しまたは改善すべく、前連結会計年度における早期退職制度の導入などによ

る人員の最適化や前連結会計年度からの役員報酬及び管理職給与の減額などにより、費用削減に努めました。併

せて今後グループ総費用として10％削減する予定であります。また、当第１四半期連結会計期間に返済期限が到

来した借入金の借換えを実施し、今後返済期限が到来する借入金の借換えと新たな融資について、引き続き主力

金融機関との間で交渉しております。 

 しかし、これらの対応策を関係者と協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

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） 

 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。 

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） 

 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損失の金額は全セグメントの売上高の合計及び営

業損失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〕

  

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） 

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  2,549,754 792,596 2,868,928 1,143,394  7,354,673  － 7,354,673

(2）セグメント間の内部売上高  1,774,202 9,351 1,463,164 62,723  3,309,441  △3,309,441 －

計  4,323,956 801,947 4,332,092 1,206,118  10,664,114  △3,309,441 7,354,673

営業利益又は営業損失（△）  194,424 12,828 123,788 28,699  359,740  △437,359 △77,618

  

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） 

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  1,906,392 419,506 1,281,974 543,415  4,151,288  － 4,151,288

(2）セグメント間の内部売上高  909,219 15,780 1,047,678 15,230  1,987,909  △1,987,909 －

計  2,815,612 435,287 2,329,653 558,645  6,139,197  △1,987,909 4,151,288

営業利益又は営業損失（△）  △286,065 △38,584 62,498 △92,356  △354,507  △316,807 △671,315
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 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

    北米 アジア 欧州 合計

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）  792,596  2,885,104  1,143,394  4,821,095

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  7,354,673

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 10.8  39.2  15.5  65.6

    北米 アジア 欧州 合計

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）  419,506  1,316,176  543,415  2,279,098

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,151,288

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 10.1  31.7  13.1  54.9

（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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