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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 6,800 △32.9 △147 ― △77 ― △90 ―

21年3月期第1四半期 10,129 ― 229 ― 226 ― 138 ―

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 △10.19 ―

21年3月期第1四半期 15.61 ―

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 18,766 7,819 40.8 861.22
21年3月期 18,297 7,774 41.6 856.84

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,654百万円 21年3月期  7,615百万円

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 ― 10.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

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

14,500 △27.9 △50 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 34,500 △5.5 250 50.2 300 ― 280 ― 31.50
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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、５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） 

※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15日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。詳細は、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照
下さい。 
２.個別業績予想につきましては、連結重視・影響の観点から開示を行っておりませんでしたが、開示の必要性があると判断し、３ページ（参考）に記載いた
しましたのでご覧下さい。 
３.業績予想に関しては、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、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績はこの
資料に記載されている予想とは大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。 

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 9,127,338株 21年3月期  9,127,338株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  239,818株 21年3月期  239,778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 8,887,535株 21年3月期第1四半期 8,887,735株
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（１）個別経営成績                             (％表示は対前年同四半期増減率) 

 

 

（２）個別財政状態                             (％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

(％表示は、通期は対前期比、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
  

（参考）個別業績の概要

１．平成22年３月期第１四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年６月30日）

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 ％

平成22年３月期第１四半期 5,592 △30.6 30 △78.0 23 △89.5 △32 ─

平成21年３月期第１四半期 8,058 ─ 137 ─ 228 ─ 133 ─

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

平成22年３月期第１四半期 △3 61 ─ ─

平成21年３月期第１四半期 14 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

平成22年３月期第１四半期 15,036 6,640 43.9 743 45

平成21年３月期第１四半期 16,263 8,519 52.3 956 14

２．平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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 
累 計 期 間

11,500 △27.7 60 △73.5 60 △78.1 △40 ─ △4 50

通      期 23,500 △13.8 150 642.2 150 ─ 20 ─ 2 25
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国市場の需要回復により輸出や生産に一部回復の

兆しが見られるものの、世界的な金融危機が実体経済に及ぼした影響は大きく、企業収益の悪化や設備投

資の凍結、雇用調整、個人消費の低迷など依然として厳しい状況が続いています。 

このような環境のもと、当社グループはキャッシュ・フローを重視し、コスト削減に努め、収益力の向

上に取り組んでまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,800百万円（前年同期比32.9％減）、営業損失は147

百万円（前年同期は229百万円の営業利益）、経常損失は77百万円（前年同期は226百万円の経常利益）、

四半期純損失は90百万円（前年同期は138百万円の四半期純利益）となりました。 

 またコストの削減については、当第１四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は955百万円

（前年同期比11.5％減）となりました。 

事業の種類別セグメントについては、産業資材関連事業の売上は国内において昨年下半期から需要が低

迷しておりましたＩＴ（情報関連）機器用のプリント配線板素材、自動車関連向けの金属加工部品等の回

復の兆しがあるものの依然需要の低迷が続いており、海外において情報機器部品向けのフレキシブルプリ

ント配線板加工の受注の低迷が続いていることにより4,612百万円（前年同期比29.3％減）となりまし

た。プラスチック成形品関連事業の売上は国内において特殊技術成形を中心とした自動車関連部品及び金

型の受注の低迷が続いており、海外において自動車関連部品及び金型、ＯＡ・ＤＩ部品の受注の低迷が続

いていることにより1,906百万円（前年同期比42.1％減）となりました。その他事業の売上はＲＦＩＤ関

連商品を中心に事業展開いたしましたが355百万円（前年同期比12.0％減）となりました。 

所在地別セグメントについては、日本での売上は、ＩＴ（情報関連）機器用のプリント配線板素材、自

動車関連部品及び金型等の需要の低迷が続いていることにより5,714百万円（前年同期比27.6％減）とな

りました。東南アジアの売上は情報機器部品向けのフレキシブルプリント配線板加工の受注、自動車関連

部品及び金型、ＯＡ・ＤＩ部品の受注の低迷が続いていることにより、1,328百万円（前年同期比46.5％

減）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて919百万円増加し11,405百万円となりました。これはたな卸資

産が減少したものの現金及び預金が増加したことなどが主な要因となっております。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて450百万円減少し7,361百万円となりました。これは、機械装置

及び運搬具（純額）が減少したことなどが主な要因となっております。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて469百万円増加し18,766百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて84百万円増加し7,937百万円となりました。これは支払手形及

び買掛金が増加したことなどが主な要因となっております。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて340百万円増加し3,009百万円となりました。これは長期借入金

が増加したことなどが主な要因となっております。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて424百万円増加し10,947百万円となりました。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて44百万円増加し7,819百万円となりました。これは利益剰余

金が減少したものの為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金が増加したことなどが主な要因とな

っております。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末より0.8ポイント減少の40.8%となりました。 

  

今後のわが国経済は、景気低迷の急速な回復を見込むことは難しく、雇用や賃金環境の悪化による個人

消費の冷え込み、企業の設備投資の減少も当面の間は続くものと予想され、先行きは不透明な状況にあ

り、当社グループを取り巻く経営環境においても、更に厳しい状況が予想されます。 

このような環境のもと、自動車関連市場においては、自動車の環境性能向上に対応した電子制御系部品

と、ハイブリッド車向けの部品への取り組みを強化し、高度な技術と信頼できる生産体制を国内外で構築

してまいります。また、半導体関連市場においては、半導体・液晶製造プロセスに対する 適装備部材の

拡販と、活発な動きのある太陽電池、LED、パワーデバイス市場への開発営業を強化してまいります。 

当期（平成22年３月期）の連結業績見通しにつきましては、当期に入り在庫調整も進み受注は徐々に回

復する兆しがある中、売上高は概ね予想通り推移するものと思われます。 

 利益面においては、年度当初より、営業体制の改編、強化及び改善に取り組んできており、収益性の高

い受注があったことに加え、生産体制の合理化による原価低減及び経費削減に努めた結果、収益改善に寄

与いたしました。 

 以上の理由により業績予想を修正した結果、当期（平成22年３月期）の業績見通しにつきましては、連

結売上高34,500百万円、営業利益250百万円、経常利益300百万円、当期純利益280百万円を見込んでおり

ます。詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

さい。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定し

ています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、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、前連結会計年度決算において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用しています。 

  
  

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 5,065,471 4,021,684

受取手形及び売掛金 4,915,564 4,939,213

たな卸資産 1,030,372 1,240,898

繰延税金資産 47 338

未収入金 265,733 150,238

その他 130,228 201,059

貸倒引当金 △2,367 △67,965

流動資産合計 11,405,049 10,485,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,505,392 4,366,684

減価償却累計額 △1,487,210 △1,399,796

建物及び構築物（純額） 3,018,182 2,966,888

機械装置及び運搬具 4,501,027 6,029,931

減価償却累計額 △3,356,010 △4,335,568

機械装置及び運搬具（純額） 1,145,017 1,694,362

工具、器具及び備品 583,442 1,752,638

減価償却累計額 △341,222 △1,456,933

工具、器具及び備品（純額） 242,219 295,705

土地 543,359 532,426

建設仮勘定 41,965 45,707

有形固定資産合計 4,990,743 5,535,090

無形固定資産   

のれん 142,634 151,079

その他 198,435 201,837

無形固定資産合計 341,070 352,917

投資その他の資産   

投資有価証券 790,804 685,930

繰延税金資産 16,326 15,383

その他 1,274,701 1,274,272

貸倒引当金 △51,892 △51,463

投資その他の資産合計 2,029,939 1,924,122

固定資産合計 7,361,753 7,812,130

資産合計 18,766,803 18,297,597
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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 4,028,685 3,933,680

短期借入金 1,805,886 1,766,350

1年内返済予定の長期借入金 818,503 817,004

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 34,263 49,231

繰延税金負債 577 442

賞与引当金 60,158 146,360

その他 1,039,381 990,125

流動負債合計 7,937,455 7,853,194

固定負債   

社債 590,000 590,000

長期借入金 1,476,501 1,310,086

繰延税金負債 96,419 56,659

再評価に係る繰延税金負債 5,300 5,300

退職給付引当金 615,477 598,047

役員退職慰労引当金 － 33,224

環境対策引当金 15,300 15,300

その他 210,785 60,810

固定負債合計 3,009,783 2,669,428

負債合計 10,947,239 10,522,623

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,137,754 3,137,754

資本剰余金 2,343,068 2,343,068

利益剰余金 2,909,236 3,088,644

自己株式 △155,088 △155,078

株主資本合計 8,234,969 8,414,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 140,237 75,271

土地再評価差額金 6,789 6,789

為替換算調整勘定 △727,879 △881,209

評価・換算差額等合計 △580,851 △799,148

新株予約権 33,221 30,234

少数株主持分 132,224 129,499

純資産合計 7,819,564 7,774,974

負債純資産合計 18,766,803 18,297,597
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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 10,129,586 6,800,636

売上原価 8,820,977 5,993,335

売上総利益 1,308,608 807,301

販売費及び一般管理費 1,078,916 955,195

営業利益又は営業損失（△） 229,692 △147,893

営業外収益   

受取利息 8,642 3,706

受取配当金 7,165 4,378

仕入割引 12,615 5,359

為替差益 － 72,588

その他 23,610 15,221

営業外収益合計 52,034 101,253

営業外費用   

支払利息 31,484 25,768

為替差損 18,812 －

その他 5,411 4,596

営業外費用合計 55,709 30,364

経常利益又は経常損失（△） 226,017 △77,004

特別利益   

固定資産売却益 1,210 4,362

新株予約権戻入益 74 189

その他 54 60

特別利益合計 1,339 4,611

特別損失   

固定資産除却損 261 112

貸倒引当金繰入額 13,353 －

その他 38 450

特別損失合計 13,653 562

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（△）

213,704 △72,955

法人税、住民税及び事業税 28,704 17,624

法人税等調整額 46,719 832

法人税等合計 75,424 18,457

少数株主損失（△） △449 △879

四半期純利益又は四半期純損失（△） 138,729 △90,532
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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（△）

213,704 △72,955

減価償却費 308,570 222,708

のれん償却額 － 8,444

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,173 △65,211

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,000 13,937

受取利息及び受取配当金 △15,808 △8,085

支払利息 32,002 27,528

為替差損益（△は益） 25,184 △6,457

有形固定資産処分損益（△は益） △949 △4,249

売上債権の増減額（△は増加） 368,406 81,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △69,035 227,878

仕入債務の増減額（△は減少） △195,352 40,166

その他の流動資産の増減額（△は増加） △67,795 △132,291

その他の流動負債の増減額（△は減少） 253,618 26,301

その他 △74,522 △673

小計 814,197 358,605

利息及び配当金の受取額 15,808 14,501

利息の支払額 △37,093 △30,400

法人税等の支払額 △48,851 △33,568

営業活動によるキャッシュ・フロー 744,060 309,136

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 △22,072 △1,891

定期預金の払戻による収入 － 6,251

有形固定資産の取得による支出 △261,016 △86,381

有形固定資産の売却による収入 121,053 708,920

無形固定資産の取得による支出 △14,727 △42,750

無形固定資産の売却による収入 － 4,593

投資有価証券の取得による支出 △298 △599

貸付けによる支出 △623 △294

貸付金の回収による収入 2,209 958

その他の支出 △2,426 △6,498

その他の収入 619 10,099

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,281 592,406
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △11,347 △51,620

短期借入れによる収入 － 40,000

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 △104,300 △225,046

配当金の支払額 △130,277 △66,125

自己株式の取得による支出 △6 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,931 77,197

現金及び現金同等物に係る換算差額 △189,582 67,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,265 1,046,639

現金及び現金同等物の期首残高 3,372,101 3,733,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,503,367 4,779,822
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 
（注） １．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な製商品 

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料 

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、 

              アッセンブル機能ユニット、射出成形用精密金型 

(3) その他事業：ＩＣカード、カーゴトラック機器、コンポジット材料 

  

 
（注） １．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主要な製商品 

(1) 産業資材関連事業：電子材料・部品、電子機器・システム、電子制御機器・システム、磁性材料 

(2) プラスチック成形品関連事業：精密プラスチック成形部品、プラスチックマグネット、 

              アッセンブル機能ユニット、射出成形用精密金型 

(3) その他事業：ＩＣカード、カーゴトラック機器、コンポジット材料 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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）

産業資材
関連事業

プラスチック 

成形品関連事業
その他事業 計

消  去 
又は全社

連 結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 6,439,378 3,289,416 400,791 10,129,586 ― 10,129,586

 (2)セグメント間の内部売上高 
    又は振替高

82,257 6,410 2,737 91,405 (91,405) ―

計 6,521,636 3,295,826 403,529 10,220,992 (91,405) 10,129,586

  営業利益 61,348 157,838 17,108 236,295 (6,603) 229,692

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）

産業資材
関連事業

プラスチック 

成形品関連事業
その他事業 計

消  去 
又は全社

連 結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 4,547,654 1,904,042 348,939 6,800,636 ―  6,800,636

 (2)セグメント間の内部売上高 
    又は振替高

64,893 2,688 6,351 73,934 (73,934) ―

計 4,612,548 1,906,731 355,291 6,874,571 (73,934) 6,800,636

  営業利益又は営業損失（△） △41,225 △118,252 10,072 △149,405 1,511 △147,893
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【所在地別セグメント情報】 

  

 
（注） １．国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア・・・タイ・マレーシア・ベトナム・中華人民共和国・シンガポール・台湾 

  

 
（注） １．国又は地域区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア・・・タイ・マレーシア・ベトナム・フィリピン・中華人民共和国・シンガポール・台湾 

  

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 東南アジア 計
消  去 
又は全社

連 結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 7,674,769 2,454,817 10,129,586 ― 10,129,586

 (2)セグメント間の内部売上高
   又は振替高

212,791 27,843 240,634 (240,634) ―

計 7,887,560 2,482,660 10,370,221 (240,634) 10,129,586

  営業利益 124,855 100,371 225,226 4,466 229,692

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 東南アジア 計
消  去 
又は全社

連 結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

 売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 5,514,614 1,286,022 6,800,636 ― 6,800,636

 (2)セグメント間の内部売上高
   又は振替高

199,853 42,483 242,336 (242,336) ―

計 5,714,467 1,328,506 7,042,973 (242,336) 6,800,636

  営業利益又は営業損失（△） △35,922 △114,823 △150,746 2,852 △147,893
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【海外売上高】 

  

 

 
(注) １ 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(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) 各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア………タイ・マレーシア・フィリピン・インドネシア・ベトナム・シンガポール・ 

中華人民共和国・台湾・大韓民国 

その他の地域……アメリカ 

  
  

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 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。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(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) 各区分に属する主な国又は地域 

東南アジア………タイ・マレーシア・フィリピン・インドネシア・ベトナム・シンガポール・ 

中華人民共和国・台湾・大韓民国 

  

該当事項はありません。 

  

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）

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,465,006 6,685 2,471,691

Ⅱ 連結売上高（千円） 10,129,586

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 24.3 0.1 24.4

東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,592,134 1,592,134

Ⅱ 連結売上高（千円） 6,800,636

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 23.4 23.4

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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