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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 20,134 ― △147 ― △251 ― △698 ―

20年12月期第3四半期 30,660 0.4 254 △62.1 337 △38.4 112 △77.9

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

21年12月期第3四半期 △258.54 ―

20年12月期第3四半期 41.74 ―

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

21年12月期第3四半期 18,781 1,987 10.4 723.09
20年12月期 17,973 2,671 14.7 978.02

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  1,952百万円 20年12月期  2,640百万円

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

20年12月期 ― 0.00 ― 8.50 8.50
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

8.50 8.50

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 27,198 △27.6 △123 ― △249 ― △699 ― △258.89
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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、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） 

（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。 

(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 

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記の業績予想は現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提としております。従って、実際の業績は内
外の状況変化により異なる結果となる場合がありますのでご承知おきください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 2,700,000株 20年12月期  2,700,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  77株 20年12月期  77株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 2,699,923株 20年12月期第3四半期 2,699,978株
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 当第３四半期連結累計会計期間の経済情勢を振り返りますと、わが国経済は一部で改善の動きが見られたものの、

全般に前期に引き続いて企業収益の先行きが不透明で、設備投資抑制、在庫調整、雇用環境悪化、消費低迷など、実

態経済は停滞して景気回復感のない厳しい環境が続きました。米国経済は、住宅需要の底打ち感や設備投資、輸出持

ち直しの動きが見られてきましたが、雇用情勢は引き続いて深刻であり、個人消費は低迷して回復感に乏しい状況で

した。 

 中国経済は財政出動による内需拡大策が効果をもたらし、個人消費にも支えられ、回復基調で推移しました。 こ

のような環境下、当社グループは、売上高の伸びが停滞する中、生産効率化運動に取り組みつつ、固定費圧縮など合

理化、効率化を一層推進しました結果、当社グループをとりまく経営環境は依然として厳しいものがありましたが、

経営成績は以下のとおりとなりました。  

 日本は、一眼レフを中心とするデジカメ市場が拡大したため、レンズ組立が増産となったこと、また、アミューズ

メント機器用が比較的安定した受注を確保いたしましたが、情報通信機器用、半導体製造装置用基板実装が依然低調

で、売上高は前年同期比減少となりました。香港・中国深圳子会社では、主力取引先の在庫調整が一段落したことに

より、ようやく底打ち感が出てきたことから、情報通信機器用生産が増加傾向に変わってきたこと、また、中国無錫

子会社においても、レンズ組立が本格化してきたことから、連結売上高は20,134百万円(前年同期比34.3％減)となり

ました。日本・アジアとも、引き続いて当社グループ全体で従来の生産・部品調達体制を全面的に見直し、製造経

費、販売費及び一般管理費削減に取り組み、経費の大幅削減に注力いたしましたものの、連結営業損失は147百万円

(前年同期は254百万円の営業利益)となりました。 

 日本は、景気先行き不透明感から手元資金を当面確保するため資金調達を増やしたことにより、支払利息が増加し

ましたが、部品輸出の減少や日米金利差縮小に伴い為替予約手数料が減少したことなどから営業外費用は前年同期比

で減少しました。アジアは、香港・中国深圳子会社においては市場金利低下から金融費用は削減されましたが、中国

無錫子会社においては手元資金確保に伴う資金調達に伴い金融費用が増加しました。 

 この結果、連結経常損失は251百万円(前年同期は337百万円の経常利益)となりました。これに海外子会社における

たな卸資産評価損、法人税等及び少数株主利益などを加減した結果、第３四半期純損失は698百万円(前年同期は112

百万円の純利益)となりました。 

   

  

(１) 当第３四半期連結会計期間末における総資産は18,781百万円(前連結会計年度末比807百万円増)となりました。

流動資産は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金が増加した一方、たな卸資産が減少したこと等により、14,396

百万円(前連結会計年度末比1,185百万円増)となりました。固定資産は、機械装置及び運搬具等の除却等により4,384

百万円(前連結会計年度末比377百万円減)となりました。負債合計は、16,793百万円(前連結会計年度末比1,491百万円

増)となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金並びに短期借入金が増加したこと等により、12,237百万円(前連

結会計年度末比1,550百万円増)となりました。固定負債は、社債が増加した一方、長期借入金が減少したこと等によ

り、4,556百万円(前連結会計年度末比59百万円減)となりました。純資産合計は四半期純損失の計上により、1,987百

万円(前連結会計年度末比683百万円減)となりました。 

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、前連結会計年度末に比べ

583百万円増加し、2,332百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。 

① 営業活動による資金の増加は36百万円となりました。 

 減価償却費488百万円の計上、たな卸資産の減少985百万円および仕入債務の増加773百万円があった一方、税金

等調整前四半期純損失642百万円の計上および売上債権の増加1,741百万円があったこと等によるものであります。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動による資金の減少は165百万円となりました。 

 有形固定資産の取得による支出165百万円があったこと等によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動による資金の増加は741百万円となりました。 

  短期借入金の純増809百万円および社債の純増79百万円があった一方、長期借入金の純減116百万円があったこ 

 と等によるものであります。  

  

  

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
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平成21年８月４日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

   

① たな卸資産の実地棚卸の省略 

 第２四半期連結会計期間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 

 固定資産の減価償却については、当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。 

  

  

① 四半期財務諸表作成に関する会計基準 

 第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財 

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５

日公表分)が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価の切り下げの方法)により算定しております。これに伴う損益に与える影響は軽微であります。  

③ 連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実

務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これに伴う損益に

与える影響は軽微であります。  

④ リース取引に関する会計基準 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17日(企業会計審議会

第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１

日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合は、残価保証額)とする定額法を採用しており

ます。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。これに伴う損益に与える影響は軽微でありま

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
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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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,342,285 1,749,215

受取手形及び売掛金 6,730,705 5,096,191

有価証券 － 18,223

商品及び製品 378,900 671,626

仕掛品 150,223 153,029

原材料及び貯蔵品 4,126,755 4,795,448

繰延税金資産 24,773 33,923

その他 643,532 694,493

貸倒引当金 △370 △370

流動資産合計 14,396,806 13,211,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,888,023 2,867,429

減価償却累計額 △1,748,196 △1,666,398

建物及び構築物（純額） 1,139,827 1,201,031

機械装置及び運搬具 4,461,349 4,469,143

減価償却累計額 △2,340,171 △2,103,809

機械装置及び運搬具（純額） 2,121,178 2,365,333

土地 150,198 150,198

建設仮勘定 5,027 119,518

その他 543,364 564,415

減価償却累計額 △341,825 △346,867

その他（純額） 201,538 217,548

有形固定資産合計 3,617,770 4,053,631

無形固定資産 103,418 129,921

投資その他の資産   

投資有価証券 203,606 167,988

保険積立金 362,455 339,880

繰延税金資産 30,914 25,630

その他 101,379 79,732

貸倒引当金 △34,662 △34,662

投資その他の資産合計 663,694 578,568

固定資産合計 4,384,882 4,762,121

資産合計 18,781,689 17,973,901
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（単位：千円）

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,413,886 4,729,457

短期借入金 3,417,652 2,643,372

1年内返済予定の長期借入金 2,120,869 2,161,149

1年内償還予定の社債 456,500 384,000

未払法人税等 34,181 63,552

賞与引当金 25,200 21,000

その他 768,897 683,964

流動負債合計 12,237,187 10,686,498

固定負債   

社債 484,000 477,500

長期借入金 4,029,120 4,105,740

繰延税金負債 2,613 3,651

退職給付引当金 28,662 28,286

その他 12,121 1,000

固定負債合計 4,556,517 4,616,177

負債合計 16,793,705 15,302,676

純資産の部   

株主資本   

資本金 856,300 856,300

資本剰余金 563,300 563,300

利益剰余金 961,304 1,682,294

自己株式 △50 △50

株主資本合計 2,380,854 3,101,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,181 △83,611

繰延ヘッジ損益 △16 △2,705

為替換算調整勘定 △376,379 △374,922

評価・換算差額等合計 △428,576 △461,238

少数株主持分 35,705 30,620

純資産合計 1,987,983 2,671,225

負債純資産合計 18,781,689 17,973,901
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 20,134,123

売上原価 19,228,280

売上総利益 905,842

販売費及び一般管理費 1,053,031

営業損失（△） △147,188

営業外収益  

受取利息 2,713

受取配当金 5,280

その他 43,888

営業外収益合計 51,881

営業外費用  

支払利息 121,732

その他 34,211

営業外費用合計 155,944

経常損失（△） △251,251

特別利益  

固定資産売却益 54

投資有価証券売却益 11,380

特別利益合計 11,435

特別損失  

固定資産売却損 6,881

固定資産除却損 37,621

減損損失 32,182

たな卸資産評価損 319,700

投資有価証券売却損 6,389

投資有価証券評価損 313

特別損失合計 403,088

税金等調整前四半期純損失（△） △642,904

法人税等 50,050

少数株主利益 5,085

四半期純損失（△） △698,040
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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（△） △642,904

減価償却費 488,424

受取利息及び受取配当金 △7,993

支払利息 121,732

社債発行費 6,984

為替差損益（△は益） 16,168

有形固定資産売却損益（△は益） 6,827

有形固定資産除却損 37,621

投資有価証券売却損益（△は益） △4,990

投資有価証券評価損益（△は益） 313

減損損失 32,182

売上債権の増減額（△は増加） △1,741,860

たな卸資産の増減額（△は増加） 985,027

仕入債務の増減額（△は減少） 773,401

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 375

未収消費税等の増減額（△は増加） 125,953

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,629

その他 △20,963

小計 197,129

利息及び配当金の受取額 8,174

利息の支払額 △123,625

法人税等の支払額 △104,181

法人税等の還付額 59,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,770

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 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △165,304

有形固定資産の売却による収入 14,221

無形固定資産の取得による支出 △756

投資有価証券の取得による支出 △50,778

投資有価証券の売却による収入 69,409

その他 △22,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,908

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 809,037

長期借入れによる収入 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △1,816,899

社債の発行による収入 400,000

社債の償還による支出 △321,000

配当金の支払額 △20,800

その他 △8,788

財務活動によるキャッシュ・フロー 741,547
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 583,070

現金及び現金同等物の期首残高 1,749,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,332,285
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 電子部品受託加工事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、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、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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 

            アジア……中国、台湾、ベトナム等 

   

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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 

            アジア…中国、台湾、ベトナム等 

        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。 

  

   

 該当事項はありません。 

  

（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

（千円） 
アジア
（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  8,658,871  11,475,251  20,134,123     ―  20,134,123

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,079,418  1,584,544  3,663,962 ( )3,663,962     ― 

計  10,738,289  13,059,795  23,798,085 ( )3,663,962  20,134,123

営業利益又は営業損失(△)  400,239  △383,521  16,718 ( )163,907  △147,188

〔海外売上高〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）   11,383,434  11,383,434

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  20,134,123

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 56.5  56.5

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  30,660,213

Ⅱ 売上原価  29,188,189

売上総利益  1,472,023

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,217,121

営業利益  254,902

Ⅳ 営業外収益  250,423

1 受取利息   11,176

2 その他   239,246

Ⅴ 営業外費用  167,384

1 支払利息   122,021

2 その他   45,362

経常利益  337,941

Ⅵ 特別利益  6,126

Ⅶ 特別損失  39,216

税金等調整前四半期純利益  304,851

税金費用  192,159

四半期純利益  112,691
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６．その他の情報
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