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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） 

希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため、記載しておりません。 

(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 4,394 △24.7 185 △73.8 181 △82.3 105 △79.7
21年3月期第1四半期 5,838 ― 709 ― 1,027 ― 519 ―

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 9.04 ―
21年3月期第1四半期 42.48 ―

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 24,620 17,887 72.5 1,533.50
21年3月期 23,922 18,048 75.3 1,547.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,859百万円 21年3月期  18,019百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 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

9,704 △19.5 707 △52.9 677 △58.0 400 △56.1 34.35

通期 18,398 △5.3 1,238 288.1 1,192 ― 669 ― 57.44
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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） 

詳細は、５ページの 「４．その他 (３)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更」をご覧下さい。 

(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 
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当社で判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があり
ます。 本日、業績予想の修正に関するお知らせを公表しておりますので、ご覧下さい。 

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 有

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 12,291,849株 21年3月期  12,291,849株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  645,922株 21年3月期  645,942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 11,645,921株 21年3月期第1四半期 12,231,936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環境は、製造業の在庫調整の進展および中国など新興国での

需要拡大などにより、生産の一部に下げ止まりの兆しもみられましたが、設備投資の減少や雇用情勢の急速な悪

化に伴う個人消費の弱まりなど依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経済環境の下、当社グループは、国内およびアジア地域を中心として、民生ＡＶ市場では、薄型テ

レビ、ゲーム機器の回復傾向に加え、車載市場の下げ止まりにより、前第４四半期よりは増産体制に入りまし

た。また、昨年度下期に実施したコスト削減による体質改善をより確実なものに努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比較し24.7％減少の43億９千４百万円となり

ました。営業利益は、同73.8％減少の１億８千５百万円、経常利益は、同82.3％減少の１億８千１百万円、四半

期純利益は、同79.7％減少の１億５百万円となりました。 

  

  

  

 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が２億３千２百万円、たな

卸資産が１億４千３百万円減少し、売上債権が10億１千２百万円、有形固定資産が４千万円、無形固定資産が４

千１百万円増加したこと等により、６億９千８百万円増加しました。 

 総負債は、前連結会計期間末に比べ、仕入債務が３億６千８百万円、短期借入金が２億９千１百万円、それぞ

れ増加し、８億５千９百万円増加しました。 

 純資産は、前連結会計期間末に比べ、利益剰余金が１千１百万円、為替換算調整勘定が１億８千１百万円それ

ぞれ減少し、１億６千１百万円減少しました。この結果自己資本比率は、72.5％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、営業活動により５千

７百万円増加し、投資活動により４億３千６百万円減少し、財務活動により１億５千３百万円増加した結果、

前年同期と比べ２千９百万円減少の41億２千８百万円となりました。  

 

（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１億８千３百万円、減価償却額３億９千１百万円、売上債権減少額10億７千万

円、仕入債務増加額４億３千３百万円等により、営業活動により獲得した資金は、前年同期と比べ４億２千7百

万円減少の５千７百万円となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 主に新製品生産設備・合理化設備等の設備投資と基幹システム開発投資の支出により、投資活動の結果使用した

資金は、前年同期と比べ２億７千９百万円減少の４億３千６百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

株主への配当金の支払１億１百万円、短期借入金の純増加額２億９千４百万円の結果、前年同期と比べ４千８百万

円増加の１億５千３百万円の獲得となりました。 

  

  

  

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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 1.平成22年3月期第2四半期累計期間 連結業績予想（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

平成22年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想につきましては、売上高は為替市場において当初予想と比べ円安

で推移したことに加え、民生AV市場では薄型テレビやゲーム機器市場等の回復と車載関連市場においては生産調整

による反動などにより、18億9千4百万円増の97億4百万円の見込みです。 

営業利益につきましては、売上高の増加に加え前期に実施いたしました構造改革によるコスト削減、経営体質強

化・スリム化の成果により、6億4百万円増の7億7百万円の見込みです。 

経常利益につきましては、営業利益が増加したことにより、5億8千6百万円増の6億7千7百万円の見込みです。 

四半期純利益につきましては、経常利益が増加したことにより、3億6千2百万円増の4億円の見込みです。 

  

2．平成22年3月期通期連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

通期の連結業績予想につきましては、現時点において下期の経済状況に不透明要因があるために、本日発表いたし

ました第2四半期累計期間の業績予想のみを反映いたします。 

  

 なお、平成21年５月12日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想との差異は

以下の通りです。 

（第２四半期連結累計期間） 

（通期） 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 
四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 7,810 103 91 38 3 31 

今回修正予想（Ｂ） 9,704 707 677 400 34 35 

増減額（Ｂ－Ａ） 1,894 604 586 362 －   

増減率（％） 24.3 586.4 644.0 952.6 －   

前中間期実績 12,055 1,502 1,610 911 74 55 

  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 

前回発表予想（Ａ） 16,505 634 606 307 26 41 

今回修正予想（Ｂ） 18,398 1,238 1,192 669 57 44 

増減額（Ｂ－Ａ） 1,893 604 586 362 －   

増減率（％） 11.5 95.3 96.7 117.9 －   

前期実績 19,426 319 △215 △997 △82 53 
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

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）

（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

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

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21年

４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結累計期間よ

り、新たに「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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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：百万円）

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 4,128 4,361

受取手形及び売掛金 4,332 3,319

商品及び製品 1,365 1,545

仕掛品 479 431

原材料及び貯蔵品 825 837

繰延税金資産 77 81

その他 608 636

貸倒引当金 △12 △14

流動資産合計 11,805 11,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,391 3,433

減価償却累計額 △1,194 △1,172

建物及び構築物（純額） 2,196 2,260

機械装置及び運搬具 8,060 7,842

減価償却累計額 △3,471 △3,349

機械装置及び運搬具（純額） 4,588 4,492

工具、器具及び備品 7,946 7,863

減価償却累計額 △5,869 △5,736

工具、器具及び備品（純額） 2,077 2,127

土地 837 837

建設仮勘定 1,255 1,196

有形固定資産合計 10,955 10,915

無形固定資産   

ソフトウエア 50 37

ソフトウエア仮勘定 920 889

その他 93 95

無形固定資産合計 1,064 1,022

投資その他の資産   

投資有価証券 298 280

その他 638 640

貸倒引当金 △141 △135

投資その他の資産合計 795 786

固定資産合計 12,815 12,724

資産合計 24,620 23,922
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（単位：百万円）

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 1,677 1,308

設備関係支払手形 527 443

短期借入金 2,256 1,964

1年内返済予定の長期借入金 115 121

未払法人税等 38 14

賞与引当金 95 160

その他 872 708

流動負債合計 5,583 4,720

固定負債   

長期借入金 655 684

退職給付引当金 331 329

役員退職慰労引当金 132 130

その他 30 9

固定負債合計 1,150 1,153

負債合計 6,733 5,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,640 5,640

資本剰余金 6,781 6,781

利益剰余金 6,374 6,385

自己株式 △351 △351

株主資本合計 18,445 18,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △53

為替換算調整勘定 △565 △383

評価・換算差額等合計 △586 △437

少数株主持分 28 29

純資産合計 17,887 18,048

負債純資産合計 24,620 23,922
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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：百万円）

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 5,838 4,394

売上原価 3,773 3,155

売上総利益 2,064 1,239

販売費及び一般管理費 1,354 1,053

営業利益 709 185

営業外収益   

受取利息 14 0

受取配当金 2 1

為替差益 304 －

その他 6 35

営業外収益合計 328 37

営業外費用   

支払利息 7 8

為替差損 － 15

その他 4 17

営業外費用合計 11 41

経常利益 1,027 181

特別利益   

固定資産売却益 15 0

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 15 3

特別損失   

固定資産除却損 50 0

たな卸資産評価損 87 －

その他 5 1

特別損失合計 142 1

税金等調整前四半期純利益 899 183

法人税、住民税及び事業税 309 78

法人税等調整額 64 1

法人税等合計 374 79

少数株主損益調整前四半期純利益 － 103

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5 △1

四半期純利益 519 105
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 899 183

減価償却費 409 391

賞与引当金の増減額（△は減少） △105 △64

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 3

受取利息及び受取配当金 △17 △2

支払利息 7 8

為替差損益（△は益） △25 8

固定資産除却損 50 0

有形固定資産売却損益（△は益） △15 △0

売上債権の増減額（△は増加） 7 △1,070

たな卸資産の増減額（△は増加） △458 126

仕入債務の増減額（△は減少） △65 433

その他 △4 46

小計 675 70

利息及び配当金の受取額 17 2

利息の支払額 △8 △8

法人税等の支払額 △199 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー 484 57

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 279 －

有形固定資産の取得による支出 △952 △410

有形固定資産の売却による収入 15 7

無形固定資産の取得による支出 △42 △31

その他 △15 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △715 △436

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） 475 294

長期借入金の返済による支出 △75 △32

配当金の支払額 △275 △101

リース債務の返済による支出 △19 △5

自己株式の取得による支出 0 －

自己株式の売却による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 105 153

現金及び現金同等物に係る換算差額 254 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129 △232

現金及び現金同等物の期首残高 4,028 4,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,157 4,128
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 該当事項はありません。 

  

  

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

 当社グループは単一セグメントに属するコネクタの製造、販売を行っているため該当事項はありません。 

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

 当社グループは単一セグメントに属するコネクタの製造、販売を行っているため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 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 

(1) アジア……………中国及び東南アジア地域 

(2) 欧州………………ヨーロッパ地域 

(3) その他の地域……北米地域 

  

（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 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

その他の 
地域 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高                                          

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 2,077  2,656  813  290  5,838   －  5,838

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 2,835  2,493   －   －  5,329  △5,329   －

計  4,913  5,149  813  290  11,167  △5,329  5,838

営業利益又は営業損失  702  238  87  △3  1,024  △314  709

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

その他の 
地域 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高                                          

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 1,553  2,063  640  136  4,394   －  4,394

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 1,990  1,837   －   －  3,828  △3,828   －

計  3,544  3,900  640  136  8,222  △3,828  4,394

営業利益又は営業損失  318  117  △31  △13  391  △205  185
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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 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対する売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中国及び東南アジア地域 

(2) 欧州………………ヨーロッパ地域 

(3) その他の地域……北米地域 

  

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  2,656  813  290  3,760

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    5,838

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 45.5  13.9  5.0  64.4

  アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  2,063  640  136  2,840

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    4,394

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 47.0  14.6  3.1  64.6

（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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６．その他の情報
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