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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7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6月期第1四半期 2,841 △26.5 106 △69.9 95 △75.5 11 △94.3
21年6月期第1四半期 3,865 ― 353 ― 388 ― 206 ―

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6月期第1四半期 1.91 ―
21年6月期第1四半期 33.33 ―

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6月期第1四半期 15,137 10,405 67.0 1,637.19
21年6月期 14,858 10,395 68.2 1,635.98

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  10,139百万円 21年6月期  10,131百万円

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6月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 22.00 22.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

5,982 △13.7 243 △41.7 225 △50.1 33 △84.4 5.38

通期 12,213 9.8 456 433.2 477 178.1 180 ― 29.08



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．その他をご覧下さい。 

(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 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
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下さい。 

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6月期第1四半期 6,195,000株 21年6月期  6,195,000株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  1,901株 21年6月期  1,901株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 6,193,099株 21年6月期第1四半期 6,193,099株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前連結会計年度からの最悪期を脱し、輸出環境の持ち直し、急

速な生産及び在庫調整の一巡、内外での景気刺激策の推進効果により、緩やかに回復してきてはいるものの、企業収

益の悪化による設備投資の減少、雇用情勢の悪化による消費の低迷など本格回復には至らず、依然として不透明な状

況が続いております。 

 当社グル－プを取り巻く電子部品、半導体業界におきましても、携帯電話、ＰＣ、ＴＶなど民生機器向け需要は回

復傾向にあり、カ－エレクトロニクス分野においても堅調に推移しておりますが、設備関連の需要の回復は遅れてお

り、依然として予断を許さない状況です。 

 このような環境の中、当社グル－プは、前期より引き続き製造技術の改善による合理化、営業力の強化に傾注する

とともに人員の適正配置等人件費抑制及び一般諸経費の圧縮等総費用抑制に努めてまいりました。又、環境に左右さ

れることなく常に利益を生み出せる体質の企業へと変革すべく、「スピ－ドの追求」「技術の優位性」「海外勢に負

けない競争力」というテ－マのもと、「半分・半減」をキ－ワ－ドとした各取組みを推進しております。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は28億4千1百万円（前年同期比26.5％減）、営業利益1億6百万円

（前年同期比69.9％減）、経常利益9千5百万円（前年同期比75.5％減）、四半期純利益1千1百万円（前年同期比

94.3％減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの状況はつぎのとおりであります。 

①金型 

 デジタル家電、自動車部品向けなどの金型を中心に販売してまいりましたが、昨年末よりの急速且つ大幅な世界的

景気悪化による商品需要の減退から、金型の増設・更新、新規開発金型の需要低迷が継続しております。このような

環境の中、今期は既存顧客の深耕と未開拓分野への展開を図るための取組みとして試作金型の製造と販売を開始いた

しました。その結果、売上高は2億5千万円（前年同期比56.9％減）、営業損失は1千9百万円（前年同期は6千8百万円

の利益）となりました。 

②コネクタ用部品 

 携帯電話を中心としたモバイル機器、カ－エレクトロニクス、デジタル家電市場に微細加工金型技術をベ－スにし

た一貫生産供給体制を構築し、主にマイクロピッチコネクタ用部品の拡販を行ってまいりました。カ－エレクトロニ

クス分野は堅調に推移したものの、民生用機器分野は、緩やかな回復傾向にあるものの本格回復には至らず不透明な

状況が続いております。その結果、売上高は24億2百万円（前年同期比20.3％減）、営業利益は2億6千4百万円（前年

同期比39.7％減）となりました。 

③半導体関連装置 

 昨年末よりの急速且つ大幅な世界的景気悪化により商品需要が激減し、設備の増設、更新、新規開発投資も商品需

要の減退から停滞するなど、設備投資の縮小が依然として継続しており、厳しい受注環境での推移となりました。そ

の結果、売上高は1億8千8百万円（前年同期比30.1％減）、営業利益は1千万円（前年同期は5百万円の損失）となり

ました。  

   

  

  

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総資産は、受取手形及び売掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ2億7千

9百万円増加して151億3千7百万円となりました。負債は支払手形及び買掛金の増加などにより、2億6千8百万円増加

して47億3千2百万円となりました。また、純資産は、その他有価証券評価差額金の増加などにより、1千万円増加し

て104億5百万円となりました。この結果、自己資本比率は67.0％となりました。 

  

②キャッシュ・フロ－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。）の残高は3億8千6百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ1億8千万円減少しました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロ－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－） 

 税金等調整前四半期純利益9千2百万円、減価償却費3億1千5百万円、仕入債務の増加3億5千4百万円と資金が増加し

ましたが、売上債権の増加3億6千5百万円、棚卸資産の増加2億4百万円と資金が減少したことにより、当第１四半期

連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は3億9千2百万円（前年同期は1億9千6百万円）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

２．連結財政状態に関する定性的情報



 （投資活動によるキャッシュ・フロ－）  

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は1億6百万円（前年同期は2億2千6百万円）とな

りました。これは主にコネクタ用部品製造設備を中心とした新規設備導入のための支出によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は4億6千4百万円（前年同期は1億5千3百万円）と

なりました。これは主に長期借入金の返済、配当金支払の支出によるものです。  

  

 当第１四半期の業績を勘案し、平成21年８月11日に公表いたしました第２四半期連結累計期間（連結）及び第２四

半期累計期間（個別）の業績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成21年11月11

日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、通期の業績予想（連結・個別）につきましては、平成21年８月11日公表のとおりであり、変更はありませ

ん。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第１四半期連結会計期間末の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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

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

卸高を基礎とした合理的な方法により算出する方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却費の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係わる減価

償却費の額を期間按分して算定しております。  

  

  

 該当事項はありません。  

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



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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 672,723 853,274

受取手形及び売掛金 2,748,930 2,384,755

商品及び製品 36,174 55,176

仕掛品 451,344 317,116

原材料及び貯蔵品 436,949 347,940

その他 273,002 283,156

流動資産合計 4,619,124 4,241,418

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,855,551 3,900,685

機械装置及び運搬具（純額） 3,213,405 3,372,549

土地 1,233,666 1,233,666

その他（純額） 406,029 406,541

有形固定資産合計 8,708,653 8,913,442

無形固定資産 139,803 154,187

投資その他の資産   

投資有価証券 1,536,837 1,297,920

その他 133,360 251,601

投資その他の資産合計 1,670,197 1,549,521

固定資産合計 10,518,654 10,617,152

資産合計 15,137,779 14,858,570



（単位：千円）

当第１四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,261,082 907,693

短期借入金 547,485 627,510

1年内返済予定の長期借入金 855,207 908,792

未払法人税等 98,689 37,316

賞与引当金 195,873 60,484

その他 409,897 318,179

流動負債合計 3,368,235 2,859,975

固定負債   

長期借入金 480,865 684,968

退職給付引当金 575,378 575,749

役員退職慰労引当金 279,510 313,240

その他 28,064 29,277

固定負債合計 1,363,818 1,603,235

負債合計 4,732,053 4,463,210

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,435,300 1,435,300

資本剰余金 1,439,733 1,439,733

利益剰余金 6,967,703 7,092,142

自己株式 △937 △937

株主資本合計 9,841,799 9,966,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 399,200 251,584

為替換算調整勘定 △101,726 △86,050

評価・換算差額等合計 297,473 165,533

少数株主持分 266,452 263,588

純資産合計 10,405,725 10,395,359

負債純資産合計 15,137,779 14,858,570



（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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,865,763 2,841,452

売上原価 3,217,572 2,466,952

売上総利益 648,191 374,500

販売費及び一般管理費 294,594 267,998

営業利益 353,597 106,501

営業外収益   

受取利息 464 392

受取配当金 2,507 1,379

持分法による投資利益 45,202 －

受取賃貸料 － 1,360

スクラップ売却益 － 1,041

その他 6,959 719

営業外収益合計 55,133 4,893

営業外費用   

支払利息 18,601 9,394

持分法による投資損失 － 4,128

その他 1,819 2,744

営業外費用合計 20,421 16,267

経常利益 388,309 95,127

特別利益   

固定資産売却益 － 197

特別利益合計 － 197

特別損失   

固定資産売却損 1,279 1,686

固定資産除却損 74 823

会員権評価損 10,239 －

特別損失合計 11,594 2,509

税金等調整前四半期純利益 376,715 92,816

法人税、住民税及び事業税 198,606 89,014

法人税等調整額 △35,086 △21,790

法人税等合計 163,519 67,223

少数株主利益 6,750 13,782

四半期純利益 206,444 11,810



（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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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利益 376,715 92,816

減価償却費 371,657 315,145

賞与引当金の増減額（△は減少） 182,299 135,436

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,580 △371

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,920 △33,730

受取利息及び受取配当金 △2,971 △1,771

支払利息 18,601 9,394

持分法による投資損益（△は益） △45,202 4,128

有形固定資産売却損益（△は益） 1,279 1,488

有形固定資産除却損 74 823

会員権評価損 10,239 －

売上債権の増減額（△は増加） 53,596 △365,198

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,533 △204,735

仕入債務の増減額（△は減少） △81,873 354,816

その他 △160,914 101,321

小計 687,629 409,563

利息及び配当金の受取額 69,929 21,344

利息の支払額 △16,887 △8,960

法人税等の支払額 △544,347 △29,485

営業活動によるキャッシュ・フロー 196,322 392,462

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 △213,451 △102,058

有形固定資産の売却による収入 201 1,433

投資有価証券の取得による支出 △6,261 △5,201

その他 △7,239 △505

投資活動によるキャッシュ・フロー △226,751 △106,332

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） 260,000 △78,895

長期借入金の返済による支出 △257,688 △257,688

配当金の支払額 △147,639 △119,701

少数株主への配当金の支払額 △7,840 △7,840

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,167 △464,124

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △2,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △183,596 △180,681

現金及び現金同等物の期首残高 669,122 566,803

現金及び現金同等物の四半期末残高 485,525 386,122



 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７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更等 

 前第１四半期連結累計期間 

 (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

   当第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)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が、金型が9,893千

円、コネクタ用部品で5,005千円減少しております。 

 (追加情報) 

   当社及び国内連結子会社の機械及び装置の耐用年数については、当第１四半期連結会計期間より、法人税

法の改正を契機として見直しを行い、改正後の法定耐用年数に変更しております。 

   これにより、従来の方法に比べて当第１四半期連結累計期間の金型の営業利益が2,462千円増加し、コネ

クタ用部品の営業利益が14,631千円減少し、半導体関連装置事業の営業損失が202千円増加しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間 

    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〕

  
金型 

（千円） 
コネクタ用部品

（千円） 
半導体関連装置

（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  581,794  3,014,380  269,588  3,865,763  －  3,865,763

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 26,504  －  10,845  37,349  △37,349  －

計  608,299  3,014,380  280,433  3,903,113  △37,349  3,865,763

営業利益又は営業損失(△)  68,882  439,568  △5,269  503,182  △149,585  353,597

  
金型 

（千円） 
コネクタ用部品

（千円） 
半導体関連装置

（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  250,825  2,402,158  188,468  2,841,452  －  2,841,452

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 32,940  －  10,132  43,072  △43,072  －

計  283,766  2,402,158  198,600  2,884,525  △43,072  2,841,452

営業利益又は営業損失(△)  △19,397  264,854  10,196  255,654  △149,152  106,501

事業区分 主要製品 

  金型 プレス金型、モールド金型及びパーツ等 

  コネクタ用部品 
電子部品コネクタコンタクト、自動車電装部品コネクタ、その他の電子半導体関連

プレス加工品等 

  半導体関連装置 電子部品搭載装置（チップマウンター）、半導体関連装置等 



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

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７月１日 至 平成20年９月30日） 

  海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  該当事項はありません。    

  該当事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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