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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 1,316 △33.8 △25 ― 7 698.4 △17 ―

21年3月期第1四半期 1,989 21.0 △90 ― 0 ― 114 ―

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 △1.41 ―

21年3月期第1四半期 12.71 ―

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 3,198 1,338 41.8 68.21
21年3月期 2,981 1,147 38.5 127.45

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,333百万円 21年3月期  1,147百万円

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

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 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

2,200 △46.7 △70 ― △90 ― △120 ― △13.30

通期 4,000 △39.6 6 ― △23 ― △73 ― △8.11



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、４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） 

(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 

 上記の業績予想は、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により変動いたしますのでご承知おき下
さい。予想前提条件その他の関連する事項については、４ページ「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 19,558,465株 21年3月期  9,020,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  16,335株 21年3月期  15,768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 12,273,195株 21年3月期第1四半期 9,007,127株



(１) 当第１四半期連結累計期間  

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日）におけるわが国の経済は、前年からの景

気変動による影響で企業収益が悪化しており、先進諸国をはじめ各国が経済対策等を含めた景気対策により、株式

市場においては景気回復の兆しは見られるものの、企業における設備投資は大幅な減少が続いて、また、雇用環境

の厳しさが解消されない状況で、個人消費は依然低迷しております。 

当電子部品業界におきましても、中国や一部のアジア諸国においてはデジタル機器を中心に各国の景気刺激対策

の効果もあり回復傾向にありますが、日米欧においては自動車関連業界の不振が依然続いており、産業機器分野で

の需要低迷が継続しているものの、在庫調整が一巡した影響により、受注が回復してきた分野も多くなり最悪の環

境から脱却しつつあるものとおもわれます。 

このような環境下において、当連結グループは「経営再建計画」に基づいて早期に赤字体質からの脱却を図るた

め、高付加価値製品の開発、生産拠点の再編成、一貫生産体制の構築、適正人員による経営の効率化等の事業構造

の再構築を強力に推し進めており、生産コストの低減、商流の変更、物流体制の見直し、人件費および経費の削減

活動等によって、売上高では前年同期に比して減少しているものの、利益面では大幅な改善が図られてきておりま

す。 

この結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高13億16百万円（前第１四半期連結累計期間比33.8％減）、営業

損失25百万円（前第１四半期連結累計期間は営業損失90百万円）、経常利益７百万円（前第１四半期連結累計期間

は経常利益０百万円）、四半期純損失17百万円（前第１四半期連結累計期間は四半期純利益１億14百万円）となり

ました。 

  

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

  高周波部品事業は、売上高１億35百万円（前年同四半期比50.6％減）、生産高１億17百万円（同60.9％減）、受

注残高80百万円となりました。機構部品事業は、売上高10億５百万円（同31.0％減）、生産高９億95百万円（同

39.9％減）、受注残高９億60百万円となりました。プレス部品事業は、売上高１億74百万円（同32.0％減）、生産

高２億76百万円（同48.4％減）、受注残高52百万円となりました。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

所在地別セグメントの業績では、日本においては、売上高７億39百万円（前年同四半期比35.2％減）、営業利益

１億１百万円（同892.5％増）となりました。東南アジアにおいては、売上高２億97百万円（前年同四半期比43.5％

減）、営業損失49百万円（前年同四半期は営業損失19百万円）となりました。東アジアにおいては、売上高２億79

百万円（前年同四半期比13.1％減）、営業利益30百万円（前年同四半期は営業損失92百万円）となりました。 

（１）業績の状況 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は24億36百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億69

百万円の増加となりました。これは主に売掛金の増加、マレーシア子会社が不動産売却契約に伴い未収入金を計上し

たことによります。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は７億62百万円となり、前連結会計年度末と比較して52百万

円の減少となりました。これは主にマレーシア子会社が不動産を売却したことによります。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は11億36百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億58

百万円の減少となりました。これは主に借入金を返済したことによります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は７億23百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億85

百万円の増加となりました。これは主に借入金による資金調達をしたことによります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は13億38百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億90百万

円の増加となりました。これは主に新株予約権と新株を発行したことによります。 

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



（２）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４億59百万円（前連結会

計年度末４億76百万円）となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間末における、営業活動によるキャッシュ・フローは、１億95百万円の減少（前年同四半

期は１億72百万円の減少）となりました。これは主に売上債権の増加と、マレーシア子会社の閉鎖準備に伴った従業

員解雇のための退職金を支払ったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間末における、投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円の減少（前年同四半期は

59百万円の減少）となりました。これは主に固定資産の取得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） 

当第１四半期連結会計期間末における、財務活動によるキャッシュ・フローは、１億90百万円の増加（前年同四半

期は１億72百万円の増加）となりました。これは主に長期借入金での資金調達をしたことによります。 

  

第１四半期の業績につきましては、概ね計画通りに推移しておりますので、平成21年５月20日に発表いたしました

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。  

  

 該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定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 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③ 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する方法によっ

ております。 

 また、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する方法によっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当連結グループは、「経営再建計画」を着実に実行しており、その成果も出始めてきているものの、過年度か

らの営業損失および営業キャッシュ・フローのマイナスと赤字体質からの脱却には至っておらず、当第１四半期

連結会計期間においても25百万円の営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなっており、

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。 

 当連結グループは、早期にこのような状況を解消すべく、「経営再建計画」の実行をすすめるとともに、財務

面では新株予約権の行使を含めたスポンサーとの資金交渉を行う等の対応策を講じております。 

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



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 485,210 534,028

受取手形及び売掛金 885,851 737,983

商品及び製品 316,613 292,419

仕掛品 136,730 171,839

原材料及び貯蔵品 395,792 298,268

その他 220,082 137,015

貸倒引当金 △4,151 △4,884

流動資産合計 2,436,129 2,166,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 78,444 149,927

機械装置及び運搬具（純額） 73,238 80,358

工具、器具及び備品（純額） 197,417 182,012

土地 291,644 289,351

建設仮勘定 21,137 17,280

有形固定資産合計 661,881 718,930

無形固定資産 14,002 15,803

投資その他の資産   

投資有価証券 10,055 7,709

その他 76,123 72,141

投資その他の資産合計 86,179 79,850

固定資産合計 762,063 814,584

資産合計 3,198,193 2,981,255

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 691,915 609,615

短期借入金 20,004 157,963

転換社債型新株予約権付社債 117,000 150,000

未払法人税等 3,383 8,523

事業構造改善引当金 94,183 155,180

その他 210,454 214,218

流動負債合計 1,136,940 1,295,501

固定負債   

長期借入金 179,996 －

繰延税金負債 18,587 18,587

退職給付引当金 307,108 300,655

役員退職慰労引当金 215,118 215,118

その他 2,433 3,825

固定負債合計 723,244 538,187

負債合計 1,860,185 1,833,689



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,098,500 1,010,000

資本剰余金 886,092 797,592

利益剰余金 △554,593 △537,291

自己株式 △3,322 △3,309

株主資本合計 1,426,675 1,266,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △282 △2,271

為替換算調整勘定 △93,385 △117,152

評価・換算差額等合計 △93,667 △119,423

新株予約権 5,000 －

純資産合計 1,338,008 1,147,566

負債純資産合計 3,198,193 2,981,255



（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 1,989,016 1,316,162

売上原価 1,622,170 1,048,606

売上総利益 366,846 267,556

販売費及び一般管理費 456,875 293,523

営業損失（△） △90,029 △25,967

営業外収益   

受取利息 1,061 124

受取配当金 86 12

受取賃貸料 3,014 2,809

為替差益 93,332 29,327

その他 2,638 5,689

営業外収益合計 100,132 37,963

営業外費用   

支払利息 4,457 4,107

その他 4,757 795

営業外費用合計 9,214 4,902

経常利益 888 7,093

特別利益   

前期損益修正益 85,721 574

固定資産売却益 3,493 8,693

役員退職慰労引当金戻入額 26,850 －

賞与引当金戻入額 16,559 －

保険差益 1,625 －

特別利益合計 134,249 9,267

特別損失   

前期損益修正損 － 7,489

固定資産除売却損 － 156

関係会社債権放棄損 － 5,801

特別損失合計 － 13,446

税金等調整前四半期純利益 135,138 2,915

法人税、住民税及び事業税 20,676 3,941

過年度法人税等 － 16,275

法人税等合計 20,676 20,216

四半期純利益又は四半期純損失（△） 114,462 △17,301



（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 135,138 2,915

減価償却費 62,737 32,430

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,566 4,762

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,850 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,464 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,370 △575

受取利息及び受取配当金 △1,147 △136

支払利息 4,457 4,107

為替差損益（△は益） 12,553 277

固定資産売却損益（△は益） △3,493 △8,688

固定資産除却損 － 151

保険解約損益（△は益） △1,625 －

前期損益修正損益（△は益） △85,721 △6,914

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △63,365

売上債権の増減額（△は増加） △173,663 △142,776

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,418 △67,751

仕入債務の増減額（△は減少） 56,323 72,847

未払又は未収消費税等の増減額 △16,848 9,712

その他 12,826 2,940

小計 △147,391 △160,062

利息及び配当金の受取額 1,147 135

利息の支払額 △4,029 △9,108

法人税等の支払額 △22,565 △10,229

過年度法人税等の支払額 － △16,275

営業活動によるキャッシュ・フロー △172,840 △195,540

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 － △25,456

定期預金の払戻による収入 － 58,000

有形固定資産の取得による支出 △75,069 △52,719

有形固定資産の売却による収入 3,493 12,734

投資有価証券の取得による支出 △427 △356

無形固定資産の取得による支出 △6,689 △74

長期前払費用の取得による支出 － △6,930

保険積立金の解約による収入 22,518 －

差入保証金の差入による支出 △3,143 －

差入保証金の回収による収入 － 1,848

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,318 △12,953



（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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 178,398 △158,611

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △6,008 －

株式の発行による収入 － 144,000

新株予約権の発行による収入 － 5,000

自己株式の取得による支出 △46 △13

配当金の支払額 △10 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 172,333 190,375

現金及び現金同等物に係る換算差額 24,007 1,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,818 △16,264

現金及び現金同等物の期首残高 882,619 476,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 846,801 459,763



 当連結グループは、「経営再建計画」を着実に実行しており、その成果も出始めてきているものの、過年度か

らの営業損失および営業キャッシュ・フローのマイナスと赤字体質からの脱却には至っておらず、当第１四半期

連結会計期間においても25百万円の営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなっており、

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。 

 当連結グループは、早期にこのような状況を解消すべく組織のスリム化を図り、目標達成のための管理制度を

導入し、指示系統の明確化、進捗状況の管理を徹底させ構造改革を推し進めております。 

 生産活動においては、生産拠点の再編成、最適地生産、内製・現調化、一貫生産体制の構築を行い、適正人員

配置による事業構造の変革を進めており、マレーシア生産現地法人の閉鎖等を含めた海外生産拠点の統廃合を進

めると共に、国内生産拠点の見直しによる生産性効率化、人員削減計画も合わせて実施しており、製造原価の大

幅なコスト低減を実現するための施策を実施しております。 

 販売活動においてはデジタルコネクタ及び精密プレス製品の開発・販売強化と新製品の市場への投入、マーケ

ティングの強化を図ると共に人材の見直しを図っております。 

 管理面におきましても、業務の見直しによる組織のスリム化、商流の変更、報酬・給与の減額と希望退職の実

行をすすめております。 

 これらの構造改革資金と運転資金を確保するために、平成21年３月に第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債（ＭＳＣＢ）の発行、平成21年６月に第三者割当増資（借入金返済資金）及び新株予約権による資金調達を行

い、更に平成21年６月は信用保証協会枠による金融機関から２億円の長期資金の調達を行っております。 

 また、平成21年９月に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）の償還期限が到来することと、

確実な「経営再建計画」実行に備え、新株予約権の行使を含めたスポンサーとの資金交渉も順調に進んでいるた

め資金確保に問題はないものと認識しております。 

 しかしながら、資金確保に向けた交渉は順調に進んでいるものの、現時点で確約されたものではなく、継続企

業の前提に関する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は反映しておりません。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記



 当第１四半期連結累計期間において、当連結グループは、映像機器・音響機器等に使用される電子機器用部品

の製造販売事業の売上高、営業利益の金額が、全セグメントの売上高合計及び営業利益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。 

  

  

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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

（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 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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 
 1,140,786  526,232  321,998  －  1,989,016  －  1,989,016

(2）セグメント間の

内部売上高 
 508,280  493,483  341,777  －  1,343,541 (1,343,541)  －

計  1,649,066  1,019,716  663,775  －  3,332,558 (1,343,541)  1,989,016

営業利益又は営業

損失（△） 
 11,360  △19,406  △92,939  △175  △101,161  11,132  △90,029

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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 
 739,182  297,069  279,910  －  1,316,162  －  1,316,162

(2）セグメント間の

内部売上高 
 385,190  313,785  255,006  －  953,982 (953,982)  －

計  1,124,372  610,855  534,917  －  2,270,144 (953,982)  1,316,162

営業利益又は営業

損失（△） 
 101,391  △49,793  30,603  △22  82,178  △108,145  △25,967



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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

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。 

   

 当社は、当第１四半期連結会計期間において、転換社債型新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそ

れぞれ16,500千円増加し、また、平成21年６月15日付で、カタリスト株式会社から第三者割当増資の払込みを受

け資本金及び資本準備金がそれぞれ72,000千円増加しております。その結果、当第１四半期連結会計期間末にお

いて資本金が1,098,500千円、資本準備金が886,092千円となっております。 

   

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

項目 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  343,554  529,163  306,071  1,178,788

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,989,016

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 17.3  26.6  15.4  59.3

項目 東南アジア 東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  250,015  375,414  202,202  827,633

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,316,162

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 19.0  28.5  15.4  62.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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