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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 2,039 △52.2 △135 ― △119 ― △88 ―

21年3月期第1四半期 4,263 ― 183 ― 116 ― 30 ―

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 △15.51 ―

21年3月期第1四半期 5.33 5.02

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 12,782 5,698 44.5 998.19
21年3月期 12,617 5,730 45.4 1,003.97

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,693百万円 21年3月期  5,726百万円

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 ― 5.00 ― 0.00 5.00

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

3,690 △49.5 △427 ― △387 ― △425 ― △74.58

通期 9,067 △22.3 △394 ― △373 ― △426 ― △74.72
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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、５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） 

(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 

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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
５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下さい。 

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 5,767,268株 21年3月期  5,767,268株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  63,806株 21年3月期  63,806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 5,703,462株 21年3月期第1四半期 5,703,462株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、積極的な景気刺激対策や在庫調整の一巡、アジアを中心に

対外経済環境の改善を受け、景気は緩やかではありますが回復傾向に向かうことが期待されています。一方、生産

活動に回復の兆しはあるものの、設備投資はいまだ抑制され、同時に雇用調整が本格化し、今後の景気下振れ懸念

も存在している状況であります。 

 電気・電子業界におきましても、在庫調整が一段落し、一部の製品については需要も回復傾向にあります。特に

中国の内需刺激策の効果や国内の追加経済対策により受注が一時的に回復してきましたが、まだ、大幅な落ち込み

以前の水準には戻っていない状況であります。 

 このような状況のもと、当社グループは、収益改善のため、人件費の削減を含む徹底した経費削減を実施し、利

益の確保に取り組んでまいりました。電子部品事業において、電極関連の売上に回復傾向はあるもののまだ落ち込

み以前の状況まで戻っておらず、プローブカード事業においては、半導体各社の稼働率は徐々に回復傾向にはある

が、販売を伸ばすことができませんでした。ただ、ＡＴＥ事業においては、計画通りに売上を上げることができ、

コスト削減効果もあって利益を確保することができました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成

績につきましては、売上高は 百万円（前年同期比52.2％減）、営業損失は 百万円（前年同期は183百万円

の営業利益）、経常損失は 百万円（前年同期は116百万円の経常利益）、四半期純損失は 百万円（前年同期は

30百万円の四半期純利益）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績とその要因は次のとおりであります。 

①電子部品事業 

 主力のモリブデン電極及び溶接品につきましては、特に韓国向けのモリブデンカップが売上に寄与し、売上を計

画通りに上げることができました。半導体部品については、半導体生産の稼働率が回復していきているとはいえま

だまだ状況は厳しく、既存品だけでなく新規品も取り扱い、顧客獲得を目指してまいりましたが、計画通りに売上

を計上することができませんでした。この事業の売上高は553百万円（前年同期比69.3％減）、営業損失は58百万

円（前年同期は266百万円の営業利益）となりました。 

②プローブカード事業 

 各国の経済対策効果もあり、半導体市場が 悪の状況を脱し、一時的な可能性もありますが回復基調にありま

す。そのような状況のなかで、プローブカードの受注も少ないながら上向き傾向が見えてきました。しかし、市場

はまだ厳しい状況が継続しており、顧客のコストダウン要求やプローブカードの長寿命化への要求などもあり、Ｓ

ＯＣ及びＬＣＤドライバー向けカンチレバーの売上を期待通りに伸ばすことができませんでした。また、コブラカ

ードについても、主力のゲーム機向けカードがメーカーの生産計画変更などの影響を受け、売上高を計画通りに達

成することができませんでした。この事業の売上高は691百万円（前年同期比47.2％減）、営業利益は６百万円

（前年同期比89.4％減）となりました。 

③ＡＴＥ事業 

 韓国メーカーに対して主力製品であるＬＣＤオープン・ショート検査システムが売上に貢献し、計画通りに売上

を上げることができました。また、コスト削減効果も寄与し、利益を確保することができました。この事業の売上

高は790百万円（前年同期比67.6％増）、営業利益は174百万円（前年同期は５百万円の営業損失）となりました。

④ＯＶＩＳ事業 

 新偏光板貼合せシステムとＲＯＬＬ偏光板切断システムを主力製品として売上を計画しておりますが、当期の売

上計画は下期に集中しているため、当第1四半期において売上を大きく計上することはできませんでした。この事

業の売上高は４百万円（前年同期比99.4％減）、営業損失は75百万円（前年同期は66百万円の営業利益）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

2,039 135

119 88
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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 

 日本において、電子部品事業については、電極関連の売上に回復傾向はあるもののまだ落ち込み以前の状況まで

戻っておらず利益を確保するまでには至っておりません。また、プローブカード事業についても、市場に回復傾向

があるとはいえ、まだまだ厳しい状況に変わりなく、顧客のコストダウンの要求もあり、売上が低迷しました。一

方、ＡＴＥ事業については韓国メーカー向けに売上が貢献した結果、コスト削減効果もあり、利益獲得の要因とな

りましたが他事業の損失をカバーできませんでした。 

 この結果、売上高は1,912百万円（前年同期比51.9％減）、営業利益は85百万円（前年同期比76.5％減）となり

ました。 

②アジア 

 アジアにおいて、一次的な中国特需がありましたが、半導体市場はまだまだ厳しい状況にあり、カード需要が大

きく減少しました。また、半導体の高密度化によりカンチレバーから垂直カードへの移行により主力製品であるカ

ンチレバーの占める割合が減少したことも影響し、売上を伸ばすことができませんでした。 

 この結果、売上高は127百万円（前年同期比56.3％減）、営業損失は28百万円（前年同期は42百万円の営業利

益）となりました。  

 当第１四半期末における総資産は、主として原材料及び貯蔵品等が減少し、現金及び預金等が増加したことによ

り、前連結会計年度末に比べ165百万円増加し 百万円となりました。負債は、支払手形及び買掛金等が減少

し、短期借入金等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ196百万円増加し 百万円となりました。前

連結会計年度末の純資産合計は5,730百万円であり、当第１四半期末の純資産は 百万円となり、自己資本比率

は44.5%となりました。 

（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、仕入債務の減少額

百万円等の支出要因があったものの、短期借入金の純増加額 百万円、保険積立金の解約による収入 百万円等

の収入要因があったことにより、前連結会計年度末に比べて706百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高

は 百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、営業活動の結果支出した資金は、 百万円（前年同期は797百万円

の収入）となりました。これは主に、たな卸資産減少額 百万円等の収入要因があったものの、仕入債務の減少

額 百万円、税金等調整前四半期純損失 百万円等の支出要因があったことによるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、投資活動の結果得られた資金は、 百万円（前年同期は128百万円

の支出）となりました。これは主に、保険積立金の解約による収入 百万円等による収入要因があったことによ

るものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、財務活動の結果得られた資金は、 百万円（前年同期は361百万円

の支出）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 百万円等による収入要因があったことによるもの

であります。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

12,782

7,083

5,698

348

540 373

2,401

185

267

348 49

374

373

501

540
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 平成22年３月期の業績予想につきましては、第２四半期会計期間において特別損失が発生するため平成21年５月14

日付当社「平成21年３月期 決算短信」にて発表いたしました業績予想を修正しております。   

 詳細は、平成21年７月13日に開示しております「特別損失の発生並びに平成22年３月期第２四半期累計期間及び通

期（連結・個別）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１四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る実 

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出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 

 減価償却費は、固定資産の年間減価償却額を期間按分することにより計上しております。  

 該当事項はありません。   

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

（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
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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 2,421,057 1,717,118

受取手形及び売掛金 2,565,843 2,474,227

有価証券 10,596 10,591

商品及び製品 829,919 877,057

仕掛品 675,372 776,893

原材料及び貯蔵品 930,485 1,040,519

未収入金 706,170 609,169

その他 196,644 286,645

貸倒引当金 △19,281 △14,462

流動資産合計 8,316,808 7,777,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,014,921 3,015,995

減価償却累計額 △1,758,353 △1,736,515

建物及び構築物（純額） 1,256,567 1,279,479

機械装置及び運搬具 2,728,603 2,686,793

減価償却累計額 △2,039,273 △1,988,977

機械装置及び運搬具（純額） 689,330 697,816

工具、器具及び備品 1,506,207 1,518,428

減価償却累計額 △1,302,980 △1,299,076

工具、器具及び備品（純額） 203,227 219,351

土地 1,084,984 1,083,347

リース資産 139,666 139,666

減価償却累計額 △20,543 △14,434

リース資産（純額） 119,123 125,232

建設仮勘定 25,940 39,508

有形固定資産合計 3,379,174 3,444,736

無形固定資産   

のれん 16,623 22,253

その他 15,027 16,709

無形固定資産合計 31,651 38,963

投資その他の資産 1,054,996 1,355,684

固定資産合計 4,465,822 4,839,384

資産合計 12,782,630 12,617,145
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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 1,482,966 1,703,289

短期借入金 3,584,573 3,047,040

未払金 156,341 268,849

未払法人税等 30,682 20,914

賞与引当金 8,009 －

その他 186,644 207,585

流動負債合計 5,449,216 5,247,678

固定負債   

長期借入金 797,640 833,250

退職給付引当金 581,617 563,398

負ののれん 58,273 66,598

その他 197,196 176,048

固定負債合計 1,634,728 1,639,295

負債合計 7,083,944 6,886,973

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 512,969 601,411

自己株式 △72,532 △72,532

株主資本合計 5,747,755 5,836,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,972 △3,463

為替換算調整勘定 △68,591 △106,630

評価・換算差額等合計 △54,618 △110,094

新株予約権 5,549 4,067

純資産合計 5,698,686 5,730,171

負債純資産合計 12,782,630 12,617,145
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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 4,263,907 2,039,460

売上原価 3,202,363 1,534,842

売上総利益 1,061,544 504,617

販売費及び一般管理費 877,657 640,141

営業利益又は営業損失（△） 183,887 △135,523

営業外収益   

受取利息 1,200 198

受取配当金 1,125 1,689

負ののれん償却額 872 8,038

為替差益 － 26,742

その他 18,579 16,878

営業外収益合計 21,778 53,548

営業外費用   

支払利息 11,795 16,073

為替差損 46,040 －

持分法による投資損失 24,947 15,628

その他 6,183 5,684

営業外費用合計 88,966 37,386

経常利益又は経常損失（△） 116,699 △119,361

特別利益   

固定資産売却益 440 18

投資有価証券売却益 1,925 －

保険解約返戻金 － 73,947

特別利益合計 2,365 73,965

特別損失   

固定資産除却損 670 2,060

その他 － 2,432

特別損失合計 670 4,492

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（△）

118,394 △49,888

法人税、住民税及び事業税 41,484 19,668

法人税等調整額 46,487 18,885

法人税等合計 87,972 38,553

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30,421 △88,442
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

118,394 △49,888

減価償却費 122,068 93,755

持分法による投資損益（△は益） 24,947 15,628

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,279 18,219

賞与引当金の増減額（△は減少） △94,326 8,009

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 5,032

受取利息及び受取配当金 △2,326 △1,888

支払利息 11,795 16,073

投資有価証券売却損益（△は益） △1,925 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,243,262 △80,324

未収入金の増減額（△は増加） △1,753,253 △94,492

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,346 267,089

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,194 84,109

その他の固定資産の増減額（△は増加） 4,866 20,019

仕入債務の増減額（△は減少） 190,816 △348,253

その他の流動負債の増減額（△は減少） 108,002 △26,271

その他 18,603 △93,706

小計 1,027,187 △166,889

利息及び配当金の受取額 7,453 1,762

利息の支払額 △5,958 △9,681

法人税等の支払額 △230,815 △11,188

営業活動によるキャッシュ・フロー 797,867 △185,996

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 － △4,096

定期預金の払戻による収入 － 6,318

有形固定資産の取得による支出 △70,244 △2,193

有形固定資産の売却による収入 7,049 145

無形固定資産の取得による支出 △418 －

投資有価証券の取得による支出 △35,733 △298

投資有価証券の売却による収入 4,211 －

会員権の売却による収入 － 4,827

保険積立金の解約による収入 － 373,122

その他 △33,285 △3,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,421 374,739

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） △235,000 540,833

長期借入金の返済による支出 △40,680 △38,910

配当金の支払額 △85,551 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △361,231 501,923

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,922 15,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 270,291 706,166

現金及び現金同等物の期首残高 1,590,084 1,695,260

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,860,375 2,401,427
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 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） 

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．事業区分の方法 

    事業区分は、製品の種類、性質、製造方法を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製・商品 

（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〕

  
電子部品事
業 
（千円） 

プローブカ
ード事業 
（千円） 

ＡＴＥ事業
（千円） 

ＯＶＩＳ事
業 
（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 
 1,804,542  1,307,627  471,633  680,103  4,263,907  －  4,263,907

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  1,804,542  1,307,627  471,633  680,103  4,263,907  －  4,263,907

営業利益又は損失

（△） 
 266,239  58,147  △5,521  66,624  385,489  △201,601  183,887

  
電子部品事
業 
（千円） 

プローブカ
ード事業 
（千円） 

ＡＴＥ事業
（千円） 

ＯＶＩＳ事
業 
（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 
 553,960  691,079  790,303  4,117  2,039,460  －  2,039,460

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  553,960  691,079  790,303  4,117  2,039,460  －  2,039,460

営業利益又は損失

（△） 
 △58,900  6,149  174,892  △75,199  46,941  △182,465  △135,523

事業区分 主要製品

電子部品事業 

電子管用部品（カソード、ヒーター）、蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、

ＬＣＤ表示用部品、ＣＣＦＬ用モリブデン電極、インプランテーショ

ン加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等 

プローブカード事業 
ＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プロ

ーブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等 

ＡＴＥ事業 
液晶基板用検査装置、ＰＤＰ用検査装置、低温ｐ-ＳｉＴＦＴ液晶パネ

ル用検査装置、ＶＩＣプローブ等 

ＯＶＩＳ事業 ＶＩＳＩＯＮ関連装置等 
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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） 

 （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．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……韓国・中国・香港・台湾・シンガポール 

〔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 売上高及び営業損益           

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,973,172  290,735  4,263,907  －  4,263,907

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 87,339  45,541  132,880  △132,880  －

 計  4,060,511  336,276  4,396,787  △132,880  4,263,907

 営業利益又は損失（△）  364,244  42,203  406,448  △222,560  183,887

  
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 売上高及び営業損益           

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,912,343  127,116  2,039,460  －  2,039,460

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 52,580  31,430  84,011  △84,011  －

 計  1,964,924  158,547  2,123,471  △84,011  2,039,460

 営業利益又は損失（△）  85,455  △28,674  56,780  △192,303  △135,523
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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） 

 （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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

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

(2）その他……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又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 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  775,850  30,536  806,387

Ⅱ 連結売上高（千円）      4,263,907

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.2  0.7  18.9

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  540,705  13,662  554,368

Ⅱ 連結売上高（千円）      2,039,460

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 26.5  0.7  27.2

（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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