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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 11,210 △38.7 △189 ― △174 ― △262 ―
21年3月期第3四半期 18,291 ― 350 ― 251 ― △191 ―

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3四半期 △17.15 ―
21年3月期第3四半期 △12.48 ―

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3四半期 18,721 10,228 54.6 667.17
21年3月期 19,029 10,488 55.1 684.11

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,228百万円 21年3月期  10,488百万円

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 ― 6.00 ― 0.00 6.00
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  有   

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 15,210 △27.9 △30 ― △20 ― △126 ― △8.22



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 
１.平成21年７月31日公表の連結業績予想の修正を、本日、平成22年１月29日に公表いたしました。 
２.本資料に記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条件およ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3四半期 15,348,407株 21年3月期  15,348,407株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  17,375株 21年3月期  16,378株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 15,331,662株 21年3月期第3四半期 15,333,852株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内外の自動車をはじめ産業機械、電機・電子など広範な分野

において、急激かつ大幅に市場が収縮するなど、かつてないほど厳しい状況にありました。年央より一部の業種で在

庫調整の進展による生産や輸出の増加など回復の兆しが見られるものの、依然として企業収益、設備投資は減少が続

き、雇用情勢も悪化傾向にあり深刻な状況が続いております。 

 このような厳しい状況のもとで、当社グループは市場動向を見極めながら積極的に営業展開を行い、顧客のニーズ

に応えるべく固定費削減を含めた生産性の改善と拡販に注力して参りました。特に近年の環境意識の高まりから、省

エネ・温暖化防止対策等で、今後大幅な成長が期待されるＬＥＤ用部品をはじめとする省電力部品につきましては、

車載用途向けを中心に需要の回復傾向が強まってきておりますが、期初からの損失の埋め合せが出来る迄には至りま

せんでした。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は112億１千万円（前年同期比38.7％減）となりました。また、営

業損失は１億８千９百万円（前年同期は営業利益３億５千万円）、経常損失は１億７千４百万円（前年同期は経常利

益２億５千１百万円）、四半期純損失は２億６千２百万円（前年同期は四半期純損失１億９千１百万円）となりまし

た。 

製品群別の業績は次のとおりであります。 

① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム 

 当製品群は、車載向け、民生用機器向けが主なものであります。世界的な景気後退の影響より、半導体分野におき

ましても期初より深刻な需要の低迷が継続して参りましたが、年央より自動車向けデバイス用途向けを中心に回復し

て参りました。 

 その結果、当製品群の売上高は31億８千６百万円（前年同期比42.7％減）となりました。 

② オプト用リードフレーム 

当製品群は、ＬＥＤ用部品及びレーザー用部品が主なものであります。期初より主要メーカーによる在庫調整の影

響を大きく受け受注が大幅に減少しておりましたが、エコポイント制度をはじめとする経済対策の効果や液晶ディス

プレイのバックライト用としての採用や、白熱灯や蛍光灯に替わる照明としてＬＥＤ照明が発売されるなど、エコ商

品の代表格としてこれまで以上にＬＥＤの用途が拡大してきており、受注状況は徐々に回復して参りました。 

その結果、当製品群の売上高は31億９百万円（同32.0％減）となりました。 

③ コネクタ用部品 

当製品群は、携帯電話向け、デジタル家電向けが主なものであります。欧米の景気後退を背景として同地域を中心

に多機能タイプの携帯電話及びＰＤＡ等の販売が低迷しており、その影響を受け当社の主力とするマイクロピッチコ

ネクタ用部品の受注が伸び悩みました。 

その結果、当製品群の売上高は43億１千４百万円（同35.5％減）となりました。 

④ その他 

その他の製品群としては、リレー用部品が主なものであります。当製品群の売上高は５億９千９百万円（同59.1％

減）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。 

① 日本 

 日本国内におきましては、雇用・所得環境の悪化に伴う個人消費の停滞長期化に伴い、全般的に低水準の受注状況

で推移して参りましたが、エコカー減税やエコポイント制等の政策的な内需の押し上げや中国向け輸出の回復等の外

需要因により、一部の製品におきましては持ち直しの動きが見えはじめております。 

 その結果、売上高は78億２千８百万円（前年同期比28.8％減）、また営業損失は７百万円（前年同期は営業利益１

億９千７百万円）となりました。 

② アジア 

フィリピン子会社におきましては、現地の日系メーカー向けを中心に車載デバイス用部品及びコネクタ用部品の需

要が増加したため、生産は回復しつつあります。しかしながら、中国子会社、シンガポール子会社におきましては、

世界的な景気悪化の影響を受け販売が低迷しました。また、市場が急速に縮小したために各メーカー間における価格

競争が激化した事により収益性を圧迫いたしました。 

その結果、売上高は33億８千２百万円（同53.7％減）、また営業損失は１億８千２百万円（前年同期は営業利益１

億５千２百万円）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



  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前期末に比べ３億８百万円減少し、187億２千１百万円となりました。 

 負債合計は、前期末に比べ４千７百万円減少し、84億９千３百万円となりました。これは仕入債務が９億６千４百

万円増加しましたが、有利子負債が９億３千６百万円減少しております。 

 また、純資産は四半期純損失の計上により、前期末に比べ２億６千万円減少し、102億２千８百万円となり、自己

資本比率は54.6％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累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、前期末に比べ１億３千２

百万円減少し、当第３四半期連結累計期間末には９億６千万円となりました。 

 当第３四半期連結累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） 

 営業活動の結果得られた資金は10億１千７百万円（前年同期比10.3％減）となりました。これは主には減価償却費

９億２千４百万円等による資金の増加によるものであります。 

（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１億７千７百万円（同80.7％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得３

億６千９百万円及び有形固定資産の売却２億３千６百万円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） 

 財務活動の結果使用した資金は９億３千１百万円（同69.1％増）となりました。これは主にに短期借入金３億９千

４百万円及び長期借入金４億５千２百万円の純減少額によるものであります。  

   

 平成21年７月31日に公表いたしました業績予想を連結・個別ともに修正しております。 

 なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成22年１月29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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

１．たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して当第２四半期連結会計期間末の

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．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 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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ので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・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。  

  

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）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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 960,472 1,093,415

受取手形及び売掛金 3,195,793 2,363,213

商品及び製品 380,743 558,192

仕掛品 574,344 609,421

原材料及び貯蔵品 745,599 755,551

未収入金 61,800 63,679

その他 43,640 37,070

貸倒引当金 △1,748 △1,849

流動資産合計 5,960,646 5,478,694

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,350,586 9,361,967

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,809,963 △5,618,029

建物及び構築物（純額） 3,540,622 3,743,937

機械装置及び運搬具 12,179,409 12,950,878

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,468,142 △8,543,947

機械装置及び運搬具（純額） 3,711,267 4,406,930

工具、器具及び備品 4,439,973 4,538,348

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,123,149 △4,191,409

工具、器具及び備品（純額） 316,824 346,939

土地 3,626,606 3,626,606

建設仮勘定 107,476 73,990

有形固定資産合計 11,302,796 12,198,404

無形固定資産 150,351 161,031

投資その他の資産   

投資有価証券 535,195 507,641

前払年金費用 267,797 210,183

繰延税金資産 660 2,716

その他 542,503 509,684

貸倒引当金 △38,414 △38,437

投資その他の資産合計 1,307,742 1,191,787

固定資産合計 12,760,891 13,551,223

資産合計 18,721,537 19,029,918



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,600,094 2,635,969

短期借入金 1,305,190 1,778,437

未払法人税等 33,454 14,429

未払消費税等 49,841 37,186

賞与引当金 84,000 165,000

事業整理損失引当金 75,777 240,000

繰延税金負債 268 1,814

その他 632,426 527,684

流動負債合計 5,781,052 5,400,522

固定負債   

社債 540,000 600,000

長期借入金 662,340 1,065,906

繰延税金負債 156,962 129,735

退職給付引当金 36,035 37,831

役員退職慰労引当金 660,424 631,100

リース債務 56,226 75,833

再評価に係る繰延税金負債 600,166 600,166

固定負債合計 2,712,156 3,140,573

負債合計 8,493,208 8,541,095

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,149,472 4,149,472

資本剰余金 4,459,862 4,459,862

利益剰余金 2,602,065 2,864,927

自己株式 △7,877 △7,601

株主資本合計 11,203,523 11,466,661

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,136 38,900

土地再評価差額金 △261,369 △261,369

為替換算調整勘定 △766,961 △755,369

評価・換算差額等合計 △975,194 △977,838

純資産合計 10,228,328 10,488,822

負債純資産合計 18,721,537 19,029,918



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 18,291,839 11,210,766

売上原価 16,238,561 10,236,192

売上総利益 2,053,278 974,574

販売費及び一般管理費 1,703,191 1,164,084

営業利益又は営業損失（△） 350,086 △189,510

営業外収益   

受取利息 6,244 808

受取配当金 5,146 4,432

受取賃貸料 41,450 40,473

助成金収入 － 84,451

その他 14,692 10,718

営業外収益合計 67,535 140,884

営業外費用   

支払利息 50,630 47,228

債権売却損 25,278 14,673

租税公課 58,032 23,085

為替差損 9,056 22,162

その他 23,526 18,803

営業外費用合計 166,524 125,954

経常利益又は経常損失（△） 251,097 △174,579

特別利益   

固定資産売却益 25,196 2,553

貸倒引当金戻入額 30,685 －

特別利益合計 55,881 2,553

特別損失   

固定資産売却損 7,528 30,376

固定資産除却損 19,948 18,274

減損損失 7,391 －

投資有価証券評価損 23,022 3,043

たな卸資産評価損 102,150 －

特別損失合計 160,041 51,695

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

146,937 △223,721

法人税、住民税及び事業税 52,626 19,245

法人税等調整額 285,620 19,894

法人税等合計 338,246 39,140

四半期純損失（△） △191,309 △262,861



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,388,122 4,303,055

売上原価 5,003,795 3,641,436

売上総利益 384,326 661,618

販売費及び一般管理費 562,186 419,217

営業利益又は営業損失（△） △177,860 242,400

営業外収益   

受取利息 1,525 255

受取配当金 2,307 2,103

受取賃貸料 13,821 13,323

助成金収入 － 13,835

為替差益 － 16,729

その他 9,129 4,367

営業外収益合計 26,784 50,614

営業外費用   

支払利息 15,119 13,477

債権売却損 7,844 5,828

租税公課 58,032 9,572

為替差損 18,286 －

その他 12,281 5,763

営業外費用合計 111,562 34,641

経常利益又は経常損失（△） △262,638 258,373

特別利益   

固定資産売却益 462 1,437

貸倒引当金戻入額 17,393 －

特別利益合計 17,855 1,437

特別損失   

固定資産売却損 329 10,611

固定資産除却損 1,413 10,837

投資有価証券評価損 12,663 3,043

特別損失合計 14,407 24,492

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△259,190 235,318

法人税、住民税及び事業税 △43,883 12,949

法人税等調整額 222,374 6,968

法人税等合計 178,491 19,918

四半期純利益又は四半期純損失（△） △437,682 215,399



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

146,937 △223,721

減価償却費 1,215,514 924,087

減損損失 7,391 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,994 △1,545

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △164,222

前払年金費用の増減額（△は増加） △73,241 △57,614

受取利息及び受取配当金 △11,391 △5,240

支払利息 50,630 47,228

有形固定資産除却損 19,948 18,274

売上債権の増減額（△は増加） 1,472,334 △845,054

たな卸資産の増減額（△は増加） 321,736 225,908

仕入債務の増減額（△は減少） △1,622,467 975,411

その他 △297,049 167,602

小計 1,237,337 1,061,116

利息及び配当金の受取額 11,524 5,240

利息の支払額 △52,077 △40,478

法人税等の支払額 △63,525 △8,832

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,133,258 1,017,045

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 △946,839 △369,835

有形固定資産の売却による収入 62,586 236,457

無形固定資産の取得による支出 △2,425 △1,841

投資有価証券の取得による支出 △8,479 △8,374

投資その他の資産の増減額（△は増加） △25,062 △25,062

その他 3,313 △8,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △916,906 △177,091

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） 317,387 △394,291

長期借入金の返済による支出 △588,662 △452,590

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △48,748 △24,326

社債の償還による支出 － △60,000

自己株式の取得による支出 △832 △276

配当金の支払額 △230,015 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △550,871 △931,485

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74,389 △41,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △408,907 △132,942

現金及び現金同等物の期首残高 1,722,738 1,093,415

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,313,830 960,472



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日）において、当連結グループはプレス加工品関連事業を主に営んでお

り、事業区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア……シンガポール・フィリピン・中国 

（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） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  10,993,055  7,298,783  18,291,839  －  18,291,839

(2）セグメント間の内部売上高  668,473  57,709  726,183  (726,183)  －

計  11,661,529  7,356,493  19,018,022  (726,183)  18,291,839

営業利益  197,627  152,372  349,999  86  350,086

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  7,828,708  3,382,058  11,210,766  －  11,210,766

(2）セグメント間の内部売上高  358,120  13,434  371,555  (371,555)  －

計  8,186,828  3,395,493  11,582,322  (371,555)  11,210,766

営業損失  △7,687  △182,274  △189,962  452  △189,510



  

   

  

 （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．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……台湾・韓国・タイ・シンガポール・フィリピン・マレーシア・中国 

(2）中南米……メキシコ 

(3）北 米……アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国また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 中南米 北米 計   

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 8,557,630  56,580  3,250  8,617,462

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 －  －  －  18,291,839

Ⅲ 海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

 46.8  0.3  0.0  47.1

    アジア 中南米 北米 計   

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

Ⅰ 海外売上高 

（千円） 
 3,915,018  1,598  3,157  3,919,774

Ⅱ 連結売上高 

（千円） 
 － －  －  11,210,766

Ⅲ 海外売上高の連

結売上高に占め

る割合（％） 

 34.9  0.0  0.0  35.0

（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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