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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 9,278 △34.3 △1,000 ― △1,392 ― △1,127 ―

21年3月期第2四半期 14,132 ― △411 ― △313 ― △920 ―

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2四半期 △59.44 ―

21年3月期第2四半期 △48.49 ―

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2四半期 29,632 16,848 56.8 886.65
21年3月期 30,560 17,634 57.6 928.05

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  16,823百万円 21年3月期  17,608百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 22,410 △0.1 △900 ― △1,200 ― △1,640 ― △86.43
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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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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2四半期 20,537,875株 21年3月期 20,537,875株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,563,784株 21年3月期 1,563,784株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 18,974,091株 21年3月期第2四半期 18,974,285株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）における経済状況は、景気刺激策の

効果により部分的に活況となっているものの、全般的には設備投資抑制の継続や雇用情勢の悪化及び為替の円高基

調の定着など、厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループが関連するエレクトロニクス業界におきましては、中国や韓国などアジア地域でのデジタル機器を

中心とした電子部品の需要の回復傾向が見られましたが、全般的には力強さが感じられず、依然として厳しい状況

が続いております。 

このような厳しい経営環境のなかで当社グループは、新製品を中心に受注・売上の確保に努めるとともに、設備

投資・研究開発の厳選や生産体制の再構築を行い、即効性のあるコストダウンと徹底した経費削減などを推進し、

総費用の低減を図ってまいりました。しかしながら、当社グループが主力とする半導体設備市場の回復の遅れや売

価下落等が響き、加えて米ドル等に対する円高の進行により、売上高低迷による影響を補いきれませんでした。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は9,278百万円（前年同四半期比34.3％減）、営業損失1,000百万

円（前年同四半期は411百万円の営業損失）、経常損失1,392百万円（前年同四半期は313百万円の経常損失）、四

半期純損失1,127百万円（前年同四半期は四半期純損失920百万円）となりました。 

部門別の概況は、次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間から事業部門を変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第２四半期連結

会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

［コネクタ・ＰＶソリューション事業部門］ 

薄型ＴＶやアミューズメント向け高速伝送用ケーブル（ＹＦＬＥＸ製品）及びコネクタ製品は堅調な推移とな

り、またデジタル機器や通信インフラ向け新製品の投入効果もあり、夏場以降受注が持ち直す状況となりました。

しかしながら、民生用及び産業用機器向けともに需要全体の回復には至っておらず、また注力している太陽電池モ

ジュール用接続部品では、急激な市場の冷え込みにより当初予定の出荷が一部凍結されるなど計画を下回る結果と

なりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,360百万円（前年同四半期比22.8％減）となりました。 

［テストソリューション事業部門］ 

半導体設備投資全体では、前連結会計年度第４四半期の最悪期を脱し回復基調となっております。当社グループ

主力の後工程検査のバーンイン向け製品は、夏場以降メモリー系半導体向けを中心に受注が増加しておりますが、

価格競争は一層厳しくなっております。またロジック系半導体向け製品においては、一部の車載向けを除くと回復

基調は鈍く低水準の状況が続いており、前年同四半期比で大幅な減収となりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,041百万円（前年同四半期比39.5％減）となりました。 

［光関連・ＥＭＳ事業部門］ 

光関連事業では、一般光学機器や光通信向け薄膜フィルタ製品の受注に夏場以降回復傾向がみられました。海外

ＥＭＳ事業の基板実装では、部材の調達方法が総額計上から純額計上の取引中心に切り換ったことにより、前年同

四半期比で大幅な減収となりました。また国内ＥＭＳ事業の液晶組立では、前連結会計年度後半からの中小型液晶

パネルの需要の落ち込みが続き低調な推移となりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,875百万円（前年同四半期比45.8％減）となりました。 

所在地別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

［日本］ 

国内においては、前連結会計年度後半からの最悪期を脱し、薄型ＴＶやアミューズメント向け高速伝送用ケーブ

ル（ＹＦＬＥＸ製品）及びコネクタ製品は堅調な推移となり、また、デジタル機器や通信インフラ向け新製品の投

入効果もあり、夏場以降受注が持ち直す状況となりました。しかしながら、半導体検査用ＩＣソケット製品は小幅

な回復基調に留まり、前年同四半期比では大幅な落ち込みとなりました。また、国内ＥＭＳ事業の液晶組立におい

ても、中小型液晶パネルの需要の落ち込みから低調な推移となりました。 

その結果、売上高は4,151百万円（前年同四半期比21.0％減）、営業損失373百万円（前年同四半期は営業利益

380百万円）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
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［北米］ 

北米においては、コネクタ製品及びテストソリューション製品ともに、第２四半期以降は回復基調となっており

ますが、前年同四半期比では大きく落ち込んでおります。また、新製品の太陽電池モジュール用コネクタ製品は量

販時期のずれ込みにより、当第２四半期への売上貢献は微少にとどまりました。なお、損益面では販売コストの圧

縮により損失拡大を最小限にとどめました。 

その結果、売上高は951百万円（前年同四半期比33.0％減）、営業損失51百万円（前年同四半期は営業損失43百

万円）となりました。 

［アジア］ 

アジアにおいては、ＥＭＳ事業の基板実装での部材の調達方法が総額計上から純額計上の取引中心に切り換った

ことにより大幅な減収となりましたが、不採算製品の整理などにより収益面での改善を図ることができました。一

方、韓国・中国でのメモリー向け半導体検査用ＩＣソケット製品の活発な引き合いが続き、また、コネクタ製品の

原価低減活動等の効果により、営業利益は大幅に改善することができました。 

その結果、売上高は2,886百万円（前年同四半期比43.1％減）、営業利益230百万円（前年同四半期比35.1％増）

となりました。 

［欧州］ 

欧州においては、太陽電池モジュール用コネクタ製品の立上げに注力しておりますが、急激な市場の冷え込みに

より当初予定の出荷が一部凍結されるなど計画を下回る結果となりました。また、ＦＡ機器向けコネクタ製品や半

導体検査工程向けバーンインソケット製品においても回復傾向が見られず、低調な推移となりました。 

その結果、売上高は1,288百万円（前年同四半期比45.9％減）、営業損失153百万円（前年同四半期は営業利益39

百万円）となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、29,632百万円（前連結会計年度末比927百万円減少）と

なりました。 

流動資産は、前連結会計年度下期の売上の低迷に伴う売上債権回収額の減少や特別退職金の支払いなどによる現

金及び預金の減少等により前連結会計年度末比1,075百万円の減少となりました。投資その他の資産につきまして

は、投資有価証券の時価上昇による評価差益の計上等により前連結会計年度末比392百万円の増加となりました。 

負債につきましては、12,783百万円（前連結会計年度末比141百万円減少）となりました。 

純資産につきましては、16,848百万円（前連結会計年度末比785百万円減少）となりました。株主資本は、四半

期純損失を計上したことにより1,127百万円減少いたしました。 

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年７月31日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

なお、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判断した見通しであり、実際の業績等は、業

況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。  

該当事項はありません。 

当社グループは、前連結会計年度2,891百万円、当第２四半期連結累計期間1,000百万円の営業損失を計上し、ま

た、前連結会計年度4,721百万円の当期純損失、当第２四半期連結累計期間1,127百万円の四半期純損失を計上して

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。 

当社グループは、当該状況を解消しまたは改善すべく、人件費削減を目的とした前連結会計年度末における早期

退職制度の導入及び当連結会計年度における役員報酬、従業員給与及び賞与の更なる減額の実施、また、減価償却

費削減を目的とした設備投資の抑制などにより固定費を前連結会計年度比20億円削減する計画のほか、変動費比率

の改善計画等とあわせ今後総費用として10％削減する予定であります。 

また、資金確保につきましては、当第２四半期連結会計期間に返済期限が到来した借入金の借換えを実施し、今

後返済期限が到来する借入金の借換えと新たな融資について、引き続き主力金融機関との間で交渉しております。

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

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）継続企業の前提に関する重要事象等
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,177,630 5,999,239

受取手形及び売掛金 7,090,716 6,455,677

商品及び製品 1,093,055 1,118,255

仕掛品 400,963 421,446

原材料及び貯蔵品 1,319,758 1,090,012

繰延税金資産 148,648 112,604

その他 636,566 732,063

貸倒引当金 △28,329 △14,605

流動資産合計 14,839,009 15,914,693

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,588,560 3,715,648

機械装置及び運搬具（純額） 1,799,956 1,883,431

工具、器具及び備品（純額） 1,759,266 1,819,686

土地 3,914,186 3,911,723

リース資産（純額） 10,320 11,932

建設仮勘定 184,851 114,229

有形固定資産合計 11,257,141 11,456,651

無形固定資産   

のれん 69,250 82,025

その他 193,240 225,668

無形固定資産合計 262,491 307,693

投資その他の資産   

投資有価証券 2,031,929 1,447,221

繰延税金資産 115,896 73,853

その他 1,222,731 1,456,593

貸倒引当金 △96,426 △96,445

投資その他の資産合計 3,274,132 2,881,223

固定資産合計 14,793,764 14,645,568

資産合計 29,632,774 30,560,262
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,478,370 3,163,501

短期借入金 5,514,063 5,742,531

未払法人税等 82,452 66,723

役員賞与引当金 5,799 6,300

繰延税金負債 242,380 273,330

その他 2,480,689 2,804,806

流動負債合計 11,803,756 12,057,191

固定負債   

長期借入金 477,076 484,492

退職給付引当金 81,407 163,198

役員退職慰労引当金 51,763 62,427

繰延税金負債 301,469 63,426

その他 68,377 94,701

固定負債合計 980,094 868,245

負債合計 12,783,851 12,925,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,013,634 10,013,634

資本剰余金 10,971,518 10,971,518

利益剰余金 △1,147,509 △19,681

自己株式 △2,281,300 △2,281,300

株主資本合計 17,556,342 18,684,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 436,993 89,140

為替換算調整勘定 △1,169,872 △1,164,408

評価・換算差額等合計 △732,879 △1,075,267

少数株主持分 25,459 25,922

純資産合計 16,848,923 17,634,825

負債純資産合計 29,632,774 30,560,262
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,132,010 9,278,134

売上原価 10,632,316 7,510,692

売上総利益 3,499,694 1,767,442

販売費及び一般管理費   

給料 1,580,289 1,180,781

賞与 228,312 98,867

福利厚生費 229,415 187,174

運賃諸掛 185,413 157,977

旅費及び交通費 157,420 89,814

減価償却費 207,157 160,802

支払手数料 152,840 96,041

賃借料 167,400 190,425

雑費 1,002,871 606,415

販売費及び一般管理費合計 3,911,119 2,768,300

営業損失（△） △411,425 △1,000,858

営業外収益   

受取利息 31,252 8,307

受取配当金 27,146 18,054

為替差益 68,521 －

助成金収入 － 54,048

その他 60,274 42,080

営業外収益合計 187,195 122,491

営業外費用   

支払利息 42,353 74,343

為替差損 － 288,116

持分法による投資損失 19,920 106,807

その他 26,626 44,604

営業外費用合計 88,900 513,872

経常損失（△） △313,131 △1,392,239

特別利益   

固定資産売却益 34,340 16,193

投資有価証券売却益 34,547 －

退職給付制度終了益 － 253,839

その他 19,019 2,303

特別利益合計 87,908 272,336

特別損失   

固定資産除却損 25,449 39,990

固定資産売却損 1,198 4,841

投資有価証券評価損 142,250 －

たな卸資産評価損 146,517 －

持分変動損失 14,823 －

その他 19,691 4,905

特別損失合計 349,931 49,738

税金等調整前四半期純損失（△） △575,154 △1,169,641
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

法人税、住民税及び事業税 90,754 58,016

法人税等調整額 253,765 △99,397

法人税等合計 344,519 △41,380

少数株主利益又は少数株主損失（△） 390 △432

四半期純損失（△） △920,064 △1,127,827
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △575,154 △1,169,641

減価償却費 1,121,251 839,633

受取利息及び受取配当金 △58,398 △26,362

支払利息 42,353 74,343

為替差損益（△は益） △57,143 226,657

売上債権の増減額（△は増加） △245,307 △702,154

たな卸資産の増減額（△は増加） 238,839 △228,559

仕入債務の増減額（△は減少） △53,272 343,741

その他 150,453 146,657

小計 563,621 △495,684

利息及び配当金の受取額 67,443 26,134

利息の支払額 △24,686 △84,670

特別退職金の支払額 － △307,084

法人税等の支払額 △132,257 △54,399

営業活動によるキャッシュ・フロー 474,121 △915,704

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 △1,286,606 △888,458

有形固定資産の売却による収入 297,912 24,905

保険積立金の払戻による収入 508,678 450,230

その他 △183,974 △182,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △663,989 △595,778

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） 1,359,165 480,902

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △907,416 △707,416

配当金の支払額 △57,501 △973

その他 △35,167 △27,280

財務活動によるキャッシュ・フロー 809,079 △254,767

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,553 △55,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 532,658 △1,821,261

現金及び現金同等物の期首残高 5,131,499 5,993,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,664,157 4,172,526

山一電機㈱（6941）平成22年３月期　第２四半期決算短信

9



当社グループは、前連結会計年度2,891,295千円、当第２四半期連結累計期間1,000,858千円の営業損失を計上

し、また、前連結会計年度4,721,163千円の当期純損失、当第２四半期連結累計期間1,127,827千円の四半期純損失

を計上しております。当該状況により、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。 

当社グループは、当該状況を解消しまたは改善すべく、前連結会計年度における早期退職制度の実施などによ

る人員の最適化や前連結会計年度からの役員報酬及び管理職給与の減額などにより、費用削減に努めており、こ

れに追加して、平成21年10月９日開催の取締役会において改めて「希望退職者募集」を実施することを決議いた

しました。 

また、資金確保につきましては、当第２四半期連結会計期間に返済期限が到来した借入金の借換えを実施いた

しました。今後、返済期限が到来する借入金の借換えと新たな融資について引き続き主力金融機関との間で交渉

するとともに、投資有価証券売却等の資産の効率化及び財務体質の強化施策を計画、実施してまいります。 

しかしながら、これらの対応策は関係者と協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業

の前提に関する重要な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反映しておりません。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営

業利益の金額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。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営

業利益の金額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。 

  

（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〕

  

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

日本 
（千円） 

北米
（千円） 

アジア
（千円） 

欧州
（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  5,256,662 1,419,709 5,072,050 2,383,586  14,132,010  － 14,132,010

(2）セグメント間の内部売上高  3,676,702 14,036 3,096,905 107,212  6,894,857  △6,894,857 －

計  8,933,365 1,433,746 8,168,956 2,490,799  21,026,867  △6,894,857 14,132,010

営業利益又は営業損失（△）  380,986 △43,314 170,199 39,314  547,185  △958,611 △411,425

  

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

日本 
（千円） 

北米
（千円） 

アジア
（千円） 

欧州
（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  4,151,750 951,433 2,886,090 1,288,860  9,278,134  － 9,278,134

(2）セグメント間の内部売上高  2,279,048 46,727 2,564,070 39,155  4,929,001  △4,929,001 －

計  6,430,798 998,161 5,450,160 1,328,015  14,207,135  △4,929,001 9,278,134

営業利益又は営業損失（△）  △373,280 △51,791 230,012 △153,068  △348,128  △652,730 △1,000,858
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 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

    北米 アジア 欧州 合計

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,419,709  5,143,193  2,383,586  8,946,490

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  14,132,010

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 10.0  36.4  16.9  63.3

    北米 アジア 欧州 合計

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

Ⅰ 海外売上高（千円）  951,433  2,955,073  1,288,860  5,195,366

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  9,278,134

Ⅲ 海外売上高の連結売

上高に占める割合

（％） 

 10.3  31.8  13.9  56.0

（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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