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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 9,897 △13.2 1,364 0.0 1,460 4.5 1,008 5.2
21年3月期第1四半期 11,399 ― 1,364 ― 1,397 ― 958 ―

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 66.23 ―
21年3月期第1四半期 62.96 ―

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 44,087 24,275 55.0 1,594.13
21年3月期 42,682 22,783 53.4 1,496.08

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  24,267百万円 21年3月期  22,774百万円

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 ― 8.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 8.00 8.00

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

21,000 △9.2 2,800 △11.9 2,800 △4.7 1,400 △18.5 91.97

通期 40,000 △5.3 4,900 43.1 4,700 43.8 2,350 △42.9 154.37



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 
※本資料に記載されている連結業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、実際の業績
等は様々な要因により予想と異なる結果となる場合があります。 
なお、業績予想の前提条件等につきましては、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。 

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 15,222,800株 21年3月期  15,222,800株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  48株 21年3月期  48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 15,222,752株 21年3月期第1四半期 15,222,752株



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

　   当第１四半期連結会計期間における世界経済は、昨秋以降の米国金融危機に端を発した世界同時不況以降、各国

政府による大規模な景気刺激策により、世界景気の悪化に下げ止まりの兆しがみられたものの、米国では、企業業

績の落ち込みにより雇用情勢が悪化し、個人消費等の低迷により、景気の後退が続きました。中国等の新興国にお

いては、高成長をけん引してきた輸出が先進国経済の不振により回復の兆しが見られないなど伸びが鈍化し、全体

として景気は悪化いたしました。 

　       わが国経済は、世界経済の景気悪化の影響を受けて輸出が減少し、企業の雇用や設備の過剰感も強く、雇用・所

得環境が悪化し、設備投資の減少が続いたものの、政府の景気刺激策や在庫調整の進展により生産に持ち直しの兆

しが見られ、景気の悪化に歯止めがかかりました。

　      当社グループの属する電子部品業界は、在庫調整が進展し、需要の急減傾向に歯止めがかかり、中国など新興国

市場におけるパソコンや携帯電話等の需要回復により、緩やかな回復基調となりました。自動車電装部品業界にお

きましては、新興国での新車販売に力強さが戻りつつあるものの、金融危機以後の自動車需要の落ち込みは大きく、

全体的には米国・日本市場を中心に新車販売が低迷し、低水準で推移いたしました。 

　       また、半導体製造装置業界では、在庫調整が進み、半導体市況の改善期待が高まるものの、半導体メーカーが設

備投資には依然慎重なため、大変厳しい状況となりました。

　       このような事業環境の中で、当社グループは、電子・電装・精密部品事業のコネクタ及び同関連部品において、

ノートパソコン用バックライト光源のＬＥＤ化の進展や、ＬＥＤバックライトパネル用コネクタとしてデファクト

スタンダードの地位を獲得したことにより、細線同軸コネクタが好調に推移し、また、無線ＬＡＮの需要増を背景

に超小型同軸コネクタも好調に推移いたしました。ＨＤＤ用機構部品も、ノートパソコン向け２.５インチＨＤＤ

の需要が持ち直しの動きを強めたことにより、回復基調となりました。自動車電装部品は、自動車メーカーの大規

模な生産調整が進み、減産幅の縮小等が見られましたが、需要は低水準で推移いたしました。

　       また、半導体設備事業におきましては、半導体メーカー各社の設備投資の抑制が続き、大変厳しい状況となりま

した。

　       その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は9,897百万円（前年同四半期比13.2％減）、営業利益1,364百万

円（前年同四半期比0.0％増）、経常利益1,460百万円（前年同四半期比4.5％増）となり、四半期純利益は1,008百

万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　   当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,405百万円増加し、44,087百万円とな

りました。  

　       資産につきましては、流動資産は、繰延税金資産の増加329百万円、現金及び預金の増加262百万円等により599

百万円の増加となり、固定資産は、設備投資等による機械装置及び運搬具の増加552百万円、工具、器具及び備品

の増加326百万円等により805百万円増加しました。

　       負債につきましては、流動負債は、仕入高の減少等による支払手形及び買掛金の減少700百万円等がありました

が、社債からの振替による1年内償還予定の社債の増加1,464百万円、未払法人税等の増加561百万円、賞与引当金

の増加410百万円等により1,617百万円の増加となり、固定負債は、社債の減少1,625百万円等により1,704百万円減

少し、負債残高は87百万円減少の19,812百万円となりました。

　   純資産につきましては、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加886百万円及び円安が進んだことによる為

替換算調整勘定（借方残高）の減少588百万円等により1,492百万円増加し、24,275百万円となりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　   今後の世界経済につきましては、各国における景気刺激策の波及効果や在庫調整の進展に伴い、景気の回復が期

待されるものの、米国経済は引き続き雇用不安から個人消費が停滞し、低迷が長期化すると思われ、中国等の新興

国経済においても、先進国経済の不振が続き輸出が振るわず、景気刺激策が新興国内の需要の創出拡大に波及する

かは予断を許さず、全体として回復の足取りは緩慢となることが予想されます。

　       日本経済においても新興国向けの輸出の回復により輸出の減少幅が縮小し、景気刺激策の波及効果や在庫調整の

一巡により生産は多少持ち直すものの、依然として前年同期比ではマイナス成長が免れないことが予測され、雇

用・所得環境の改善は望めず、個人消費の低迷等が続き、緩やかな回復にとどまることが予想されます。

　       当社グループにおきましては、コネクタ及び同関連部品において、主力の細線同軸コネクタが、ノートパソコン

用バックライト光源のＬＥＤ化の加速とＬＥＤバックライトパネル用コネクタとしてＶＥＳＡスタンダードに認定

されたことにより、引き続き好調に推移すると思われます。また、無線通信ネットワークの進展に伴い、超小型同

軸コネクタも好調に推移すると思われます。ＨＤＤ用機構部品におきましては、在庫調整の進展により需要は緩や

かに回復し、比較的順調に推移するものと思われます。自動車電装部品におきましては自動車メーカーの生産調整

が進み、日本市場では政府の景気刺激策による低燃費車種の販売増加が望めることから、減少幅が縮小していくも

のと思われます。　

　       半導体設備事業におきましては、半導体の需要が在庫調整の進展を受けて緩やかに回復に向かうものの、設備投

資の回復にはなお時間を要し、厳しい状況が続くものと思われます。

　   第２四半期累計期間及び通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年8月10日）

発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。

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）

該当事項はありません。

 

（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。　

 

（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

該当事項はありません。

 

 



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 9,751,646 9,488,649

受取手形及び売掛金 6,810,495 6,759,416

製品 3,276,807 3,168,124

仕掛品 1,196,198 1,344,299

原材料及び貯蔵品 1,254,741 1,283,619

繰延税金資産 1,044,470 715,049

その他 735,412 710,632

貸倒引当金 △12,474 △12,067

流動資産合計 24,057,297 23,457,723

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,872,599 7,809,322

減価償却累計額 △4,094,929 △4,037,036

建物及び構築物（純額） 3,777,669 3,772,285

機械装置及び運搬具 19,839,979 18,518,274

減価償却累計額 △12,192,476 △11,423,029

機械装置及び運搬具（純額） 7,647,503 7,095,244

工具、器具及び備品 9,984,997 9,197,078

減価償却累計額 △8,316,876 △7,855,380

工具、器具及び備品（純額） 1,668,121 1,341,697

土地 2,895,480 2,885,209

建設仮勘定 1,889,247 2,013,420

有形固定資産合計 17,878,022 17,107,858

無形固定資産   

のれん 28,883 36,104

その他 867,294 873,566

無形固定資産合計 896,177 909,670

投資その他の資産   

繰延税金資産 488,204 479,837

その他 783,546 743,145

貸倒引当金 △15,350 △15,350

投資その他の資産合計 1,256,401 1,207,633

固定資産合計 20,030,600 19,225,162

資産合計 44,087,898 42,682,885



（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 927,576 1,627,603

短期借入金 5,284,563 5,335,988

1年内償還予定の社債 2,131,000 667,000

未払法人税等 1,166,812 605,504

繰延税金負債 83 1,333

賞与引当金 1,273,608 863,009

その他 1,898,116 1,964,250

流動負債合計 12,681,762 11,064,689

固定負債   

社債 550,000 2,175,000

長期借入金 3,672,804 3,841,774

繰延税金負債 1,080,402 1,082,235

退職給付引当金 760,990 754,973

役員退職慰労引当金 202,992 200,160

その他 863,259 780,929

固定負債合計 7,130,447 8,835,072

負債合計 19,812,209 19,899,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,287,940 5,287,940

資本剰余金 4,812,216 4,812,216

利益剰余金 16,770,257 15,883,898

自己株式 △140 △140

株主資本合計 26,870,273 25,983,914

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,665 16

為替換算調整勘定 △2,620,909 △3,209,501

評価・換算差額等合計 △2,603,244 △3,209,484

少数株主持分 8,658 8,694

純資産合計 24,275,688 22,783,124

負債純資産合計 44,087,898 42,682,885



（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 11,399,375 9,897,981

売上原価 7,807,884 6,581,602

売上総利益 3,591,490 3,316,378

販売費及び一般管理費 2,227,322 1,952,021

営業利益 1,364,168 1,364,357

営業外収益   

受取利息及び配当金 17,641 13,157

為替差益 9,470 10,846

和解金 40,000 40,000

デリバティブ運用益 － 91,181

その他 36,241 6,145

営業外収益合計 103,353 161,330

営業外費用   

支払利息 53,368 53,278

その他 16,372 12,275

営業外費用合計 69,740 65,554

経常利益 1,397,780 1,460,133

特別利益   

固定資産売却益 5,806 142

特別利益合計 5,806 142

特別損失   

固定資産売却損 1,993 629

固定資産除却損 5,326 16,503

たな卸資産評価損 86,040 －

特別損失合計 93,359 17,133

税金等調整前四半期純利益 1,310,227 1,443,143

法人税、住民税及び事業税 539,790 791,860

法人税等調整額 △188,217 △356,381

法人税等合計 351,573 435,479

少数株主利益又は少数株主損失（△） 156 △477

四半期純利益 958,497 1,008,141



（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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