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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 2,491 △52.4 △361 ― △385 ― △388 ―

21年3月期第3四半期 5,233 ― 270 ― 218 ― 214 ―

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 △9,626.00 ―

21年3月期第3四半期 5,322.27 5,320.58

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 3,198 1,726 53.8 42,601.07
21年3月期 3,025 2,174 71.7 53,718.56

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,719百万円 21年3月期  2,168百万円

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  有  
 

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 ― 1,250.00 1,250.00
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 3,200 △47.5 △540 ― △580 ― △590 ― △14,618.80
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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 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在する様々な不確定要因や今後の事業運
営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる結果となる可能性があります。 

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 有

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 40,560株 21年3月期  40,560株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  201株 21年3月期  201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 40,359株 21年3月期第3四半期 40,359株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産や輸出などに回復の兆しが見られたものの、雇
用情勢は厳しく、設備投資の手控えや個人消費の低迷などが続き、依然として厳しい状況となりました。
 このような事業環境のもと、当社グループではノートパソコン分野を携帯電話分野に続く第二の柱と位
置づけ取り組んでまいりましたが、中国新工場の生産設備の開発に時間を要し本格稼動が遅れました。ま
た、当社グループの主力とする携帯電話分野につきましては、欧米を中心に国内においても中上位機種の
落ち込みなどにより、売上高が減少致しました。 
 利益面につきましては、原材料の現地調達化推進によるコストの削減や販売管理費の圧縮などを進めて
まいりましたが、売上高の減少をまかなうことができず、営業利益以下前年同四半期連結累計期間と比較
して、著しい減少となりました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は2,491百万円(前年同期比52.4％
減）、営業損失361百万円(前年同期営業利益270百万円）、経常損失385百万円(前年同期経常利益218百万
円）、四半期純損失388百万円(前年同期四半期純利益214百万円）となりました。 

  

 
① 資産、負債および純資産の状況 
  ＜資産＞ 
 資産合計は、3,198百万円（前連結会計年度末比5.7％増）となりました。 
 うち、流動資産は、2,808百万円（前連結会計年度末比5.7％増）となりましたが、たな卸資産が347百
万円(前連結会計年度末比6.6％減）と減少し、ノートパソコン分野等への投資の為、短期借入金及び長期
借入金の借入を実施したことなどにより、現金及び預金が1,227百万円（前連結会計年度末比68.6％増）
へと増加したことが流動資産増加の主な要因となっております。 
 固定資産は、390百万円（前連結会計年度末比6.1％増）となりましたが、有形固定資産が309百万円
（前連結会計年度末比11.1％増）と増加したことが、固定資産増加の主な要因となっております。 
  ＜負債＞ 
 負債合計は、1,472百万円（前連結会計年度末比72.9％増）と前連結会計年度末に比較し増加しまし
た。短期借入金が420百万円（前連結会計年度末比404.2％増）、長期借入金が671百万円(前連結会計年度
末比49.2％増)と増加したことが負債増加の主な要因です。 
  ＜純資産＞ 
 純資産合計は、1,726百万円（前連結会計年度末比20.6％減）となりました。 
剰余金の配当50百万円を実施した他、四半期純損失388百万円を計上した結果、利益剰余金が461百万円
（前連結会計年度末比48.8％減）へと減少したことが純資産減少の主な要因です。 
  
② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、前連結会計年度末
に比較し、496百万円増加し1,224百万円となりました。 
 当期における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは117百万円の収入となりました。税金等調整前四半期純損失が385
百万円となりましたが、売上債権の減少による収入が293百万円、未収消費税等の減少による収入が73百
万円、仕入債務の増加による収入が62百万円となったことが主な要因であります。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動によるキャッシュ・フローは123百万円の支出となりました。金型等の有形固定資産の取得に
よる支出が121百万円となったことが主な要因であります。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動によるキャッシュ・フローは507百万円の収入で、短期借入金の増加による収入が336百万円、
長期借入による収入が650百万円および長期借入金の返済による支出が428百万円ならびに配当金の支払50
百万円によるものであります。 
  

連結業績予想につきましては、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」から変更
はありません。 

  

【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

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。 

①棚卸資産の評価方法 
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、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出する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う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 
減価償却の方法として定率法を採用している資産については、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。 
③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。 

④税金費用の計算 
税金費用については、当第３四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
算する方法を採用しております。ただし当連結会計年度は課税所得の発生が見込まれないため、法人
住民税均等割額は年間発生見積額の４分の３に相当する金額を計上しております。 

  

前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「原子力立地給付金」
「社宅料収入」「過年度社会保険料戻り益」は、第１四半期連結累計期間より区分掲記しておりま
す。そのため比較可能性の観点から当第３四半期連結累計期間においても引き続き区分掲記しており
ます。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「原子力立地給付金」
「社宅料収入」「過年度社会保険料戻り益」は、それぞれ、2,058千円、2,479千円、509千円であり
ます。 

  

当社グループは、主力とする携帯電話事業分野での需要低迷に加え、ノートパソコン分野でも中国
新工場の本格稼動が遅れたことから、当第３四半期連結累計期間において営業損失を計上し、当連結
会計年度において、大幅な減収・減益となる見込みです。この結果、当社グループが将来にわたって
事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していますが、ノートパソコン分
野における工場の本格稼動に伴い売上高が回復しつつあることに加え、現在取り組んでいる経営合理
化を確実に実行することで、この問題は回避できるものと判断しています。 
 また、取引金融機関に以上の状況を説明した上で、期間が満了した借入金及び借入枠の契約が更新
されており、事業継続にあたり、重要な不確実性は存在していないと判断しております。 

  

第２四半期連結会計期間から金利スワップ取引をおこなっておりますが、特例処理の要件を満たし
ているため、特例処理によっております。 
  

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等

(5) 追加情報
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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 1,227,119 727,657

受取手形及び売掛金 1,102,278 1,397,989

商品及び製品 117,670 106,816

原材料及び貯蔵品 229,589 265,022

その他 131,903 160,604

貸倒引当金 △141 △88

流動資産合計 2,808,420 2,658,001

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 125,768 121,920

機械装置及び運搬具（純額） 11,581 13,584

工具、器具及び備品（純額） 165,809 137,327

建設仮勘定 6,500 5,956

有形固定資産合計 309,660 278,789

無形固定資産   

ソフトウエア 21,642 26,395

その他 1,045 1,045

無形固定資産合計 22,688 27,440

投資その他の資産   

投資有価証券 21,881 21,881

その他 35,964 39,522

投資その他の資産合計 57,846 61,404

固定資産合計 390,194 367,634

資産合計 3,198,615 3,025,636

負債の部   

流動負債   

買掛金 227,059 172,215

短期借入金 420,000 83,300

1年内返済予定の長期借入金 68,640 400,000

未払法人税等 5,830 9,337

その他 147,951 136,549

流動負債合計 869,481 801,402

固定負債   

長期借入金 602,760 50,000

固定負債合計 602,760 50,000

負債合計 1,472,241 851,402
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 732,075 732,075

資本剰余金 547,325 547,325

利益剰余金 461,159 900,104

自己株式 △19,552 △19,552

株主資本合計 1,721,007 2,159,952

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,671 8,075

評価・換算差額等合計 △1,671 8,075

新株予約権 7,037 6,207

純資産合計 1,726,374 2,174,234

負債純資産合計 3,198,615 3,025,636
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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）

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 5,233,703 2,491,677

売上原価 3,583,673 1,793,068

売上総利益 1,650,029 698,609

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 119,337 63,617

役員報酬 59,025 45,289

給料及び手当 335,385 284,800

雑給 61,247 2,732

旅費及び交通費 124,624 80,583

消耗品費 7,690 2,650

研究開発費 184,959 138,709

支払手数料 122,568 115,005

減価償却費 33,903 23,372

貸倒引当金繰入額 88 52

その他 330,333 303,519

販売費及び一般管理費合計 1,379,164 1,060,333

営業利益又は営業損失（△） 270,864 △361,724

営業外収益   

受取利息 1,145 558

原子力立地給付金 － 2,064

確定拠出年金戻り益 1,381 1,857

過年度外国税還付額 4,803 2,645

社宅料収入 － 2,299

過年度社会保険料戻り益 － 661

その他 9,281 1,345

営業外収益合計 16,612 11,431

営業外費用   

支払利息 8,498 11,017

為替差損 51,077 21,753

支払補償費 7,445 －

その他 1,691 2,262

営業外費用合計 68,713 35,033

経常利益又は経常損失（△） 218,763 △385,326

特別損失   

固定資産除却損 106 26

特別損失合計 106 26

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（△）

218,657 △385,353

法人税、住民税及び事業税 3,855 3,142

法人税等合計 3,855 3,142

四半期純利益又は四半期純損失（△） 214,802 △388,495
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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（△）

218,657 △385,353

減価償却費 122,487 106,545

貸倒引当金の増減額（△は減少） 88 52

株式報酬費用 4,043 1,239

受取利息及び受取配当金 △1,145 △558

支払利息 8,498 11,017

為替差損益（△は益） △1,462 △2,770

固定資産除却損 106 26

売上債権の増減額（△は増加） △467,555 293,494

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,046 24,319

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,270 73,230

その他の資産の増減額（△は増加） △9,589 △45,571

仕入債務の増減額（△は減少） △118,570 62,518

その他の負債の増減額（△は減少） 5,273 △7,375

その他 － △408

小計 △303,943 130,407

利息及び配当金の受取額 1,145 558

利息の支払額 △8,643 △9,235

法人税等の支払額 △4,395 △4,493

営業活動によるキャッシュ・フロー △315,836 117,236

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 △65,890 △121,568

無形固定資産の取得による支出 △1,819 △2,951

定期預金の預入による支出 － △2,800

その他の支出 △1,964 △112

その他の収入 2,045 3,669

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,629 △123,762

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） △200,000 336,700

長期借入れによる収入 － 650,000

長期借入金の返済による支出 － △428,600

自己株式の取得による支出 △30 －

配当金の支払額 △412 △50,744

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,442 507,355

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,801 △4,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △589,709 496,661

現金及び現金同等物の期首残高 946,406 727,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 356,696 1,224,319
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    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) 

  
      当社グループは、高機能ヒンジユニットおよびそれに関連した金型等の開発・販売を行っており、単一の事

業活動を営んでおりますので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４月１日 至 平成21年12月31日) 

  
      当社グループは、高機能ヒンジユニットおよびそれに関連した金型等の開発・販売を行っており、単一の事

業活動を営んでおりますので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) 
  

 
(注) 1  国また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または地域 

   アジア：中国 

3   営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

4  会計方針の変更 

  棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号） 

  を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による 

  簿価切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業費用が日本 

  で635千円増加し、営業利益が同額減少しております。      

  

(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】

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

5,232,709 993 5,233,703 － 5,233,703

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,774 533,023 538,797 (538,797) －

計 5,238,484 534,016 5,772,501 (538,797) 5,233,703

営業利益 284,087 152 284,239 (13,375) 270,864
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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  国また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または地域 

アジア：中国 

3   営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

  

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) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 米国以外の各区分に属する主な国または地域 

    (1) 欧州：スウェーデン、ハンガリー、英国他 

    (2) アジア：中国、マレーシア、香港他 

３ 海外売上高は、当社およ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。 

  

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  国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

2   米国以外の各区分に属する主な国または地域 

  (1)欧州：フランス、ハンガリー、デンマーク他 

    (2)アジア：中国、香港、ベトナム他 

3   海外売上高は、当社およ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。 

  

  

  

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

2,491,677 ─ 2,491,677 ― 2,491,677

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6,750 365,293 372,043 (372,043) ―

計 2,498,427 365,293 2,863,720 (372,043) 2,491,677

営業損失(△) △318,778 △38,151 △356,930 (4,793) △361,724

【海外売上高】

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 254,420 112,934 2,716,914 3,084,268

Ⅱ 連結売上高(千円) － － － 5,233,703

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.9 2.1 51.9 58.9

米国 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 16,261 20,542 1,451,732 1,488,535

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,491,677

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.7 0.8 58.3 59.7

(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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