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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7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6月期第2四半期 6,198 △10.6 298 △28.6 263 △41.8 50 △76.5
21年6月期第2四半期 6,934 ― 418 ― 452 ― 213 ―

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2四半期 8.10 ―
21年6月期第2四半期 34.40 ―

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2四半期 15,612 10,449 65.0 1,639.65
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2四半期  10,154百万円 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 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 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 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2四半期 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2四半期  1,930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2四半期 6,193,091株 21年6月期第2四半期 6,193,099株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の回復と、自動車のエコ減税やエコポイント制度な

ど過去最大規模の景気対策などから、在庫調整の一巡により、景況感は緩やかに回復の傾向をみせており、生産調整

も徐々に緩和しつつあります。しかしながら、景気回復に向けての力強さはなく、雇用・所得環境が悪化していく

中、個人消費や設備投資は依然として低迷し、引続き不透明な状況が続いております。 

 当社グル－プの属する電子部品、半導体業界におきましても、中国などアジア市場でのデジタル家電を中心とした

需要に回復傾向が見られ、カ－エレクトロニクス関連の回復も大きいものの、全般的に力強さはなく、又、価格競争

の激化により、販売価格の下落傾向が強まっており、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような経営環境の中、当社グル－プは、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－ドに、製造技術の改善による合理化や、新規顧客・新分野への参入など、各取組みを推進しております。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は61億9千8百万円（前年同期比10.6％減）、営業利益2億9千8百万

円（前年同期比28.6％減）、経常利益2億6千3百万円（前年同期比41.8％減）、四半期純利益5千万円（前年同期比

76.5％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、自動車向け金型を中心に販売してまいりました。春先を底に若干の動きは出てきたものの、商品需

要の減退や先行き見通しの不透明感から、新規開発・更新・増設投資の抑制が続いております。又、この不況を境に

して金型価格が下落し、国外での安価な金型調達も以前に増して増加し、厳しい市況となっております。その結果、

売上高は6億2百万円（前年同期比48.3％減）、営業損失は6千5百万円（前年同期は1億4千2百万円の利益）となりま

した。 

②コネクタ用部品 

 モバイル機器、カ－エレクトロニクス、デジタル家電向けを中心に販売してまいりました。春先を底に回復基調と

なり、中でもカ－エレクトロニクス関係は部品在庫の圧縮による反動により、急速に回復してまいりました。しかし

ながら、その他の電子機器関係については、製品や販売先により好不調の差が鮮明となってきており、全体には従来

のような需要環境には戻っておりません。その結果、売上高は51億7千1百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は6

億6千万円（前年同期比7.7％増）となりました。 

③半導体関連装置 

 若干の回復の兆しはあるものの、相変わらず半導体製造装置の需要は低迷しております。当社グル―プでは受注獲

得のため、半導体分野に限らず販売エリアを広げ活動してまいりましたが、あらゆる市場の設備投資の抑制、価格の

下落に伴い、厳しい状況が続いております。その結果、売上高は4億2千4百万円（前年同期比2.3％増）、営業利益は

9百万円（前年同期は5千2百万円の損失）となりました。  

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四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7億5千

4百万円増加して156億1千2百万円となりました。負債は支払手形及び買掛金の増加などにより、7億円増加して51億6

千3百万円となりました。又、純資産は、その他有価証券評価差額金の増加などにより、5千3百万円増加して104億4

千9百万円となりました。この結果、自己資本比率は65.0％となりました。 

  

②キャッシュ・フロ－の状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比

べ7千5百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末の残高は4億9千1百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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－） 

 営業活動の結果、得られた資金は、6億1千5百万円（前年同期は5億5千9百万円）となりました。主な要因は、税金

等調整前四半期純利益2億5千3百万円、減価償却費6億4千5百万円、仕入債務の増加4億7千4百万円と資金が増加しま

したが、売上債権の増加8億2千9百万円、棚卸資産の増加2億5千5百万円と資金が減少したことによるものです。 

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



 （投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

 投資活動の結果、使用した資金は、3億1千6百万円（前年同期は5億8千4百万円）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－） 

 財務活動の結果、使用した資金は、3億7千7百万円（前年同期は5千7百万円）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。  

  

  

 平成21年11月11日に「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました、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22年2月8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２四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２四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２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 778,463 853,274

受取手形及び売掛金 3,205,538 2,384,755

商品及び製品 55,564 55,176

仕掛品 444,562 317,116

原材料及び貯蔵品 472,445 347,940

その他 114,024 283,156

流動資産合計 5,070,598 4,241,418

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,773,475 3,900,685

機械装置及び運搬具（純額） 3,402,245 3,372,549

土地 1,233,666 1,233,666

その他（純額） 347,661 406,541

有形固定資産合計 8,757,048 8,913,442

無形固定資産 144,145 154,187

投資その他の資産   

投資有価証券 1,522,362 1,297,920

その他 119,718 251,601

貸倒引当金 △1,100 －

投資その他の資産合計 1,640,980 1,549,521

固定資産合計 10,542,174 10,617,152

資産合計 15,612,773 14,858,570



（単位：千円）

当第２四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,372,044 907,693

短期借入金 887,510 627,510

1年内返済予定の長期借入金 780,602 908,792

未払法人税等 161,597 37,316

賞与引当金 85,225 60,484

その他 664,943 318,179

流動負債合計 3,951,923 2,859,975

固定負債   

長期借入金 314,382 684,968

退職給付引当金 583,364 575,749

役員退職慰労引当金 288,270 313,240

その他 25,699 29,277

固定負債合計 1,211,715 1,603,235

負債合計 5,163,638 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 7,006,061 7,092,142

自己株式 △953 △937

株主資本合計 9,880,140 9,966,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 415,587 251,584

為替換算調整勘定 △141,241 △86,050

評価・換算差額等合計 274,345 165,533

少数株主持分 294,648 263,588

純資産合計 10,449,135 10,395,359

負債純資産合計 15,612,773 14,858,570



（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,934,942 6,198,635

売上原価 5,947,006 5,339,443

売上総利益 987,935 859,192

販売費及び一般管理費 569,199 560,411

営業利益 418,736 298,781

営業外収益   

受取利息 746 4,339

受取配当金 6,846 4,257

持分法による投資利益 54,402 －

受取賃貸料 － 2,733

スクラップ売却益 － 2,441

その他 12,022 1,750

営業外収益合計 74,018 15,522

営業外費用   

支払利息 36,293 18,174

持分法による投資損失 － 26,077

その他 3,939 6,687

営業外費用合計 40,233 50,939

経常利益 452,521 263,363

特別利益   

固定資産売却益 1,952 447

特別利益合計 1,952 447

特別損失   

固定資産売却損 3,475 8,538

固定資産除却損 534 847

投資有価証券評価損 17,582 －

会員権評価損 18,040 －

貸倒引当金繰入額 － 1,100

その他 3,908 －

特別損失合計 43,540 10,486

税金等調整前四半期純利益 410,933 253,325

法人税、住民税及び事業税 157,196 148,551

法人税等調整額 53,616 5,038

法人税等合計 210,812 153,590

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12,906 49,567

四半期純利益 213,027 50,167



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,069,178 3,357,182

売上原価 2,729,434 2,872,490

売上総利益 339,743 484,692

販売費及び一般管理費 291,104 292,413

営業利益 48,639 192,279

営業外収益   

受取利息 282 3,947

受取配当金 4,339 2,878

持分法による投資利益 9,199 －

受取賃貸料 － 1,372

スクラップ売却益 － 1,400

その他 5,063 1,030

営業外収益合計 18,885 10,628

営業外費用   

支払利息 17,692 8,779

持分法による投資損失 － 21,948

その他 2,120 3,943

営業外費用合計 19,812 34,671

経常利益 47,711 168,235

特別利益   

固定資産売却益 1,952 250

役員賞与引当金戻入額 16,500 －

特別利益合計 18,452 250

特別損失   

固定資産売却損 2,195 6,852

固定資産除却損 459 24

投資有価証券評価損 17,582 －

会員権評価損 7,800 －

貸倒引当金繰入額 － 1,100

その他 3,908 －

特別損失合計 31,946 7,976

税金等調整前四半期純利益 34,218 160,509

法人税、住民税及び事業税 △41,409 59,537

法人税等調整額 88,703 26,829

法人税等合計 47,293 86,367

少数株主利益又は少数株主損失（△） △19,657 35,784

四半期純利益 6,582 38,357



（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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 410,933 253,325

減価償却費 777,041 645,139

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 1,100

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,930 24,942

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,315 7,614

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,120 △24,970

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △63,400 －

受取利息及び受取配当金 △7,593 △8,596

支払利息 36,293 18,174

持分法による投資損益（△は益） △54,402 26,077

有形固定資産売却損益（△は益） 1,522 8,090

有形固定資産除却損 534 847

会員権評価損 18,040 －

投資有価証券評価損益（△は益） 17,582 －

売上債権の増減額（△は増加） 769,155 △829,166

たな卸資産の増減額（△は増加） 78,375 △255,603

仕入債務の増減額（△は減少） △657,123 474,692

その他 △242,416 160,506

小計 1,047,808 502,172

利息及び配当金の受取額 89,907 28,492

利息の支払額 △33,508 △17,556

法人税等の支払額 △544,347 △29,485

法人税等の還付額 － 132,053

営業活動によるキャッシュ・フロー 559,859 615,676

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 △563,874 △301,376

有形固定資産の売却による収入 7,587 12,860

投資有価証券の取得による支出 △12,073 △10,588

投資有価証券の売却による収入 408 －

その他 △16,971 △17,491

投資活動によるキャッシュ・フロー △584,923 △316,595

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） 568,359 264,277

長期借入金の返済による支出 △515,376 △498,776

自己株式の取得による支出 － △16

配当金の支払額 △166,657 △135,541

少数株主からの払込みによる収入 63,628 －

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 △57,885 △377,896

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,231 3,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,717 △75,185

現金及び現金同等物の期首残高 669,122 566,803

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 89,880 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 686,284 491,618



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

（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  584,569  2,339,361  145,247  3,069,178  －  3,069,178

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 23,668  －  3,250  26,918  △26,918  －

計  608,238  2,339,361  148,497  3,096,096  △26,918  3,069,178

営業利益又は営業損失(△)  73,848  173,622  △47,671  199,799  △151,160  48,639

  
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  351,892  2,769,572  235,717  3,357,182  －  3,357,182

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 26,220  －  30,589  56,809  △56,809  －

計  378,113  2,769,572  266,306  3,413,992  △56,809  3,357,182

営業利益又は営業損失(△)  △45,797  395,509  △1,163  348,548  △156,269  192,279



前第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31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２四半期連結累計期間 

 (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

   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、当第２四半期連結累計期間

の営業利益が、金型で12,327千円、コネクタ用部品で11,468千円減少、営業損失が半導体関連装置で942千

円増加しております。 

 (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、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２四半期連結累計期間の金型の営業利益が7,783千円増加し、コネ

クタ用部品の営業利益が30,044千円減少し、半導体関連装置事業の営業損失が428千円増加しております。 

 当第２四半期連結累計期間 

   該当事項はありません。 

  
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  1,166,364  5,353,741  414,836  6,934,942  －  6,934,942

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 50,173  －  14,095  64,268  △64,268  －

計  1,216,537  5,353,741  428,931  6,999,210  △64,268  6,934,942

営業利益又は営業損失(△)  142,731  613,191  △52,941  702,981  △284,245  418,736

  
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  602,718  5,171,730  424,186  6,198,635  －  6,198,635

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 59,161  －  40,721  99,882  △99,882  －

計  661,879  5,171,730  464,907  6,298,518  △99,882  6,198,635

営業利益又は営業損失(△)  △65,194  660,364  9,033  604,202  △305,421  298,781

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２四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 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２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31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２四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 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。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31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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