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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 3,078 △37.1 △430 ― △277 ― △269 ―

21年3月期第1四半期 4,896 ― △45 ― △28 ― △150 ―

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 △5.56 ―

21年3月期第1四半期 △3.11 ―

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 25,246 22,019 85.6 445.11
21年3月期 25,833 22,048 83.6 445.02

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  21,601百万円 21年3月期  21,598百万円

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 ― 6.00 ― 3.00 9.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

4.50 ― 4.50 9.00

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

8,000 △24.3 △250 ― △170 ― △140 ― △2.88

通期 18,500 △3.2 0 ― 150 ― 50 ― 1.03
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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） 

(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及び合理的に判断した予想であり、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。なお、予想
に関する事項は、添付資料４ページ目をご参照ください。 

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 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 50,709,167株 21年3月期 50,709,167株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 2,178,657株 21年3月期 2,174,320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 48,532,687株 21年3月期第1四半期 48,473,254株
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 当第１四半期連結会計期間の世界経済は、各国の経済刺激策や支援策によって底を脱したと思われる回復傾向を示

しました。しかし、世界経済全体での本格的な回復とは言い難く、大変厳しい経済状況が続いております。 

 当社グループの属するエレクトロニクス業界では、中国の家電製品購入補助制度や日本のエコポイント制度などの

刺激策の恩恵を受けた一部製品やエコカー向け電装品などが好調でしたが、全般的には低水準の状況が続きました。

 このような厳しい環境の中、当社グループは新規成約、受注確保を最優先に販売活動を行うとともに、引き続き原

価低減、経費削減などの努力をしてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は30億78百万円（前年同期比37.1%減）に留まり、経費削

減の効果はあったものの売上高の減少が大きく営業損失４億30百万円（前年同期は45百万円の営業損失）、経常損失

２億77百万円（前年同期は28百万円の経常損失）、四半期純損失２億69百万円（前年同期は１億50百万円の四半期純

損失）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

 ①電子部品事業 

 前面操作ブロック（ＩＣＢ）製品につきましては、主力のビデオカメラ、デジタルカメラ、それに自動車電装の三

大市場が低迷したため、ＩＣＢ製品の売上も大幅に落ち込みました。前下半期から納入が始まった薄型テレビ向けも

この落ち込みを補うことはできませんでした。この結果、当第１四半期連結会計期間のＩＣＢ製品の売上高は13億73

百万円（前年同期比19.1%減）となりました。 

 可変抵抗器製品につきましては、在庫調整が終了し受注が入り始めた製品もありますが、国内、海外ともに本格的

回復には至らず全面的に低調でした。この結果、当第１四半期連結会計期間の可変抵抗器製品の売上高は７億57百万

円（前年同期比41.9%減）となりました。 

 固定抵抗器製品につきましては、薄型テレビ向けの一部製品が伸びましたが、全体的には不振でした。この結果、

当第１四半期連結会計期間の固定抵抗器製品の売上高は２億95百万円（前年同期比29.3%減）となりました。 

 その他製品につきましては、自動車電装向け基板やカーエレクトロニクス向けスイッチが引き続き低迷し、ＩＣＢ

製品用金型の売上も低迷が続きました。この結果、当第１四半期連結会計期間のその他製品の売上高は５億72百万円

（前年同期比54.1%減）となりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の当事業の売上高は29億99百万円（前年同期比35.7%減）、営業損失は４億

18百万円（前年同期は42百万円の営業損失）となりました。 

 ②その他の事業  

 その他の事業である機械設備の製造販売につきましては、厳しい経済環境下で設備投資抑制を続ける企業が多く、

当事業はその影響をまともに受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間の当事業の売上高は79百万円（前年

同期比65.7%減）、営業損失は18百万円（前年同期は６百万円の営業損失）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
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    (1) 資産、負債及び純資産の状況 

     当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末に比べて５億87百万円減少

し、252億46百万円となりました。その内訳は、流動資産が８億８百万円減少し150億43百万円、固定資産が２億21百

万円増加し102億２百万円となりました。 

   負債は前連結会計年度末に比べて５億58百万円減少し、32億26百万円となりました。その内訳は、流動負債が５億

51百万円減少し26億13百万円、固定負債が７百万円減少し６億12百万円となりました。 

   これらの結果、前連結会計年度末に比べて純資産が29百万円減少し、220億19百万円となり自己資本比率は前連結

会計年度末83.6%から85.6%に増加いたしました。 

  

  （2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は２億83百万円減少（前年同期は

５億20百万円の減少）し、当第１四半期連結会計期間末に69億32百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は１億29百万円（前年同期は６億98百万円の獲得）となりました。これは税金等調整

前四半期純損失が２億76百万円（前年同期の税金等調整前四半期純損失は28百万円）発生したこと、仕入債務が３億

28百万円減少（前年同期は２億99百万円の増加）したこと、売上債権が７億49百万円減少（前年同期は１億15百万円

の減少）したこと、たな卸資産が２億74百万円減少（前年同期は２億64百万円の増加）したこと、などによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は91百万円（前年同期比４億56百万円減）となりました。これは有形固定資産の取得

による支出１億42百万円（前年同期は２億62百万円）などによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は１億48百万円（前年同期比１億86百万円減）となりました。これは配当金の支払１

億20百万円（前年同期は２億96百万円）などによります。  

 昨秋のリーマン・ショックで急激に落ち込んだ世界経済は底を打ったと見られておりますが、現状では見通しに関

して不透明な部分も多く、その回復にはかなりの時間を要すると思われます。 

 エレクトロニクス業界の状況は政府の購入補助制度で販売が伸びている家電や自動車など中国市場に依存する部分

が多く、欧米市場の回復見込みに関しては大変厳しいと思われます。日本国内市場はエコポイントなどの特例措置に

よる需要先取りの懸念もあり、今期の動向は予断を許さないと思われます。 

 当社グループでは引き続き薄型テレビをはじめとする成長市場への拡販を行うとともに、原価低減、経費削減を図

ってまいります。 

 市場の動向や顧客の生産計画が見通せない状況のため、本年５月15日に公表しました平成22年３月期の業績予想に

変更ありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方式  

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末決

算において算定した貸倒実績率の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算出しております。 

③経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

④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 

 当社及び一部の連結子会社については法人税等の納付額の算定に関して、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算定しております。 

 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、及び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、前連結会計年度末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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

一部の連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

 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
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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 7,400,718 7,720,451

受取手形及び売掛金 3,560,126 4,201,437

有価証券 179,670 115,830

商品及び製品 1,227,007 1,376,774

仕掛品 523,553 564,230

原材料及び貯蔵品 824,773 847,570

その他 1,340,505 1,042,789

貸倒引当金 △13,074 △17,030

流動資産合計 15,043,280 15,852,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,843,327 2,867,416

機械装置及び運搬具（純額） 2,413,459 2,443,020

その他（純額） 1,216,965 1,215,204

有形固定資産合計 6,473,752 6,525,640

無形固定資産 321,250 344,631

投資その他の資産   

投資有価証券 1,698,362 1,470,972

その他 1,735,643 1,666,660

貸倒引当金 △26,188 △26,188

投資その他の資産合計 3,407,816 3,111,444

固定資産合計 10,202,819 9,981,716

資産合計 25,246,099 25,833,770

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,258,814 1,443,542

短期借入金 100,671 97,750

未払法人税等 48,942 47,748

賞与引当金 213,764 369,344

役員賞与引当金 3,600 15,075

その他 988,092 1,191,665

流動負債合計 2,613,885 3,165,126

固定負債   

退職給付引当金 295,871 290,069

その他 316,717 329,902

固定負債合計 612,588 619,972

負債合計 3,226,474 3,785,098
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,453,078 3,453,078

資本剰余金 5,457,408 5,457,424

利益剰余金 14,895,199 15,310,728

自己株式 △1,105,091 △1,104,172

株主資本合計 22,700,595 23,117,059

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 202,118 43,040

為替換算調整勘定 △1,301,185 △1,561,137

評価・換算差額等合計 △1,099,067 △1,518,097

新株予約権 31,620 25,341

少数株主持分 386,477 424,369

純資産合計 22,019,625 22,048,672

負債純資産合計 25,246,099 25,833,770
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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 4,896,982 3,078,354

売上原価 3,605,881 2,402,319

売上総利益 1,291,101 676,034

販売費及び一般管理費 1,336,386 1,106,841

営業損失（△） △45,285 △430,806

営業外収益   

受取利息 13,282 9,460

受取配当金 18,494 14,827

受取賃貸料 45,750 42,272

有価証券評価益 － 63,840

その他 22,842 48,446

営業外収益合計 100,370 178,846

営業外費用   

支払利息 611 117

固定資産処分損 23,291 1,256

為替差損 43,690 8,544

その他 16,043 15,237

営業外費用合計 83,637 25,155

経常損失（△） △28,552 △277,115

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 125

子会社清算益 － 22,410

特別利益合計 － 22,535

特別損失   

投資有価証券評価損 － 21,538

特別損失合計 － 21,538

税金等調整前四半期純損失（△） △28,552 △276,118

法人税等 90,991 △16,795

少数株主利益 31,287 10,601

四半期純損失（△） △150,832 △269,924
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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損失（△） △28,552 △276,118

減価償却費 393,509 347,799

子会社清算損益（△は益） － △22,410

有形固定資産除却損 23,291 1,256

有形固定資産売却損益（△は益） △1,257 △601

退職給付引当金の増減額（△は減少） 126,791 △23,708

賞与引当金の増減額（△は減少） △175,997 △156,275

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,500 △11,475

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,669 △4,097

受取利息及び受取配当金 △31,777 △24,287

支払利息 611 117

投資有価証券評価損益（△は益） － △42,301

売上債権の増減額（△は増加） 115,607 749,255

たな卸資産の増減額（△は増加） △264,577 274,758

仕入債務の増減額（△は減少） 299,281 △328,822

未払消費税等の増減額（△は減少） 173,971 202,067

その他 186,716 △814,755

小計 803,790 △129,600

利息及び配当金の受取額 31,934 24,287

利息の支払額 △553 △141

法人税等の支払額 △136,274 △24,478

営業活動によるキャッシュ・フロー 698,897 △129,932

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △262,931 △142,837

有形固定資産の売却による収入 8,011 7,340

無形固定資産の取得による支出 △11,130 △177

投資有価証券の取得による支出 △645 △649

定期預金の預入による支出 △277,756 △70,180

定期預金の払戻による収入 － 114,864

子会社の清算による収入 － 24,900

貸付けによる支出 △123 －

貸付金の回収による収入 － 78

その他 △3,181 △24,746

投資活動によるキャッシュ・フロー △547,756 △91,409

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,227 －

短期借入金の返済による支出 △3,429 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △113

自己株式の取得による支出 △741 △950

自己株式の売却による収入 69 16

配当金の支払額 △296,827 △120,155

少数株主への配当金の支払額 △39,177 △27,058

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,878 △148,262

現金及び現金同等物に係る換算差額 △336,502 86,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △520,239 △283,407

現金及び現金同等物の期首残高 9,043,360 7,215,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,523,120 6,932,582
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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 

当社の事業区分の方法は、電子部品の製造販売を主要事業としている電子部品事業と機械設備等の製造販売

他を事業としているその他の事業に区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な製品 

  

（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） 

その他の事業
（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  4,666,506  230,476  4,896,982  －  4,896,982

(2) 
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 65  50,144  50,209  (50,209)  －

計  4,666,571  280,621  4,947,192  (50,209)  4,896,982

  営業損失（△）  △42,745  △6,747  △49,492  4,207  △45,285

  
電子部品事業
（千円） 

その他の事業
（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  2,999,225  79,128  3,078,354  －  3,078,354

(2) 
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 136  8,822  8,959  (8,959)  －

計  2,999,362  87,951  3,087,313  (8,959)  3,078,354

  営業損失（△）  △418,483  △18,153  △436,636  5,830  △430,806

事業区分 主要製品

電子部品事業 前面操作ブロック、抵抗器、スイッチ等 

その他の事業 機械設備等 
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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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国 

(2)北 米……米国 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（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 2,984,850 1,761,314  150,818  4,896,982  － 4,896,982

(2) 
セグメント間の内部売上高又は振替

高 
1,818,033 2,235,219  1,902  4,055,155  (4,055,155) －

計 4,802,884 3,996,534  152,720  8,952,138  (4,055,155) 4,896,982

  営業利益又は営業損失（△） △55,509 △20,302  8,824  △66,988  21,702 △45,285

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
北米 

（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 2,002,009 950,635  125,708  3,078,354  － 3,078,354

(2) 
セグメント間の内部売上高又は振替

高 
1,441,705 1,309,906  －  2,751,611  (2,751,611) －

計 3,443,715 2,260,542  125,708  5,829,966  (2,751,611) 3,078,354

  営業損失（△） △336,802 △104,461  △11,923  △453,187  22,381 △430,806
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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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……シンガポール、タイ、インドネシア、中国他 

(2）北 米……米国他 

(3）その他の地域……イギリス、ドイツ他 

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 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,076,630  132,940  11,501  2,221,072

Ⅱ 連結売上高（千円）        4,896,982

Ⅲ 
海外売上高の連結売上高

に占める割合(％) 
 42.4  2.7  0.3  45.4

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,209,176  115,654  4,698  1,329,529

Ⅱ 連結売上高（千円）        3,078,354

Ⅲ 
海外売上高の連結売上高

に占める割合(％) 
 39.3  3.8  0.1  43.2

（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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生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

２．受注状況 

（1）受注高 

（2）受注残高 

３．販売実績 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

前年同四半期比
（％）  

電子部品事業（千円）  2,961,116  61.5

その他の事業（千円）  82,919  33.8

合計（千円）  3,044,035  60.2

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

前年同四半期比
（％）  

電子部品事業（千円）  3,518,072  83.2

その他の事業（千円）  15,581  3.8

合計（千円）  3,533,653  76.2

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

前年同四半期比
（％） 

電子部品事業（千円）  1,898,399  97.7

その他の事業（千円）  15,716  4.5

合計（千円）  1,914,115  83.4

事業の種類別セグメントの名称 
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) 

前年同四半期比
（％） 

電子部品事業（千円）  2,999,225  64.3

その他の事業（千円）  79,128  34.3

合計（千円）  3,078,354  62.9
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４．製品別販売実績 

  
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) 

前年同四半期比
（％） 

 金  額 構成比 金  額 構成比   

電子部品事業    ％   ％  

前面操作ブロック（千円）  1,696,617  34.7  1,373,133  44.6  80.9

可変抵抗器（千円）  1,304,299  26.6  757,936  24.6  58.1

固定抵抗器（千円）  418,250  8.5  295,901  9.6  70.7

その他（千円）  1,247,338  25.5  572,253  18.6  45.9

小計（千円）  4,666,506  95.3  2,999,225  97.4  64.3

その他の事業    

その他（千円）  230,476  4.7  79,128  2.6  34.3

小計（千円）  230,476  4.7  79,128  2.6  34.3

合計（千円）  4,896,982  100.0  3,078,354  100.0  62.9
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