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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3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3四半期 9,728 11.5 499 ― 472 240.9 26 ―

21年6月期第3四半期 8,724 ― 40 ― 138 ― △30 ―

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3四半期 4.36 ―

21年6月期第3四半期 △4.95 ―

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3四半期 15,427 10,618 66.7 1,662.55
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3四半期  10,296百万円 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 13,579 22.0 697 715.3 660 284.7 69 ― 11.21



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 

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6月期第3四半期 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3四半期  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3四半期 6,193,084株 21年6月期第3四半期 6,193,099株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国経済の回復を背景に輸出が増加し、

生産は持直しの傾向を見せ、個人消費についても経済対策の効果から一部明るい兆しが見られたものの、設備投資の

抑制や失業率が高水準で推移するなど、依然として厳しい状況が続きました。 

 当社グループの属する電子部品、半導体業界におきましても、カーエレクトロニクス関連は比較的堅調に推移し、

パソコンやデジタル家電向け需要も好調に推移いたしましたが、依然として販売価格の下落傾向は続いており、生産

及び調達の海外シフトが加速するなど、先行きについて不透明な状況で推移いたしました。 

 このような経営環境の中、当社グループは、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、「スピードの追求」「技術の優位性」「海外勢に負けない競争力」というテーマのもと、「半分・半減」を

キーワードに、製造技術の改善による合理化や、新たな技術の開発等を通じて受注製品の範囲拡大、そして更なる高

付加価値の提案により、新規顧客・新分野での受注拡大を目指して、各取組みを推進してまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は97億2千8百万円（前年同期比11.5％増）、営業利益4億9千9百万

円（前年同期比1,135.4％増）、経常利益4億7千2百万円（前年同期比240.9％増）となりました。又、特別損失とし

て海外持分法適用関連会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損1億1千2百万円を計上いたしました。その結果四半期

純利益は2千6百万円（前年同期は3千万円の損失）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が、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、このような環境により金型価格は下落し、国外での安価な金型調達傾向

も増加し、厳しい市況が続いております。その結果、売上高は9億4千5百万円（前年同期比37.5％減）、営業損失は9

千8百万円（前年同期は6千4百万円の利益）となりました。 

②コネクタ用部品 

 モバイル機器、カーエレクトロニクス、デジタル家電向けを中心に販売してまいりました。電子機器関係は、パソ

コンやテレビ向けなどの好調な需要に支えられ、順調に回復基調で進んでおります。又、当社グループ独自の金型構

造によるテレビ向け等の部品も順調に増加してまいりました。カーエレクトロニクス関係は、部品在庫圧縮反動によ

る急速な回復からは若干の落着きを見せております。一方、回復基調の中、競合他社の低価格化や、メーカーの生産

及び調達の海外シフトが加速し、厳しい環境となっております。その結果、売上高は80億8千7百万円（前年同期比

21.2％増）、営業利益は9億9千8百万円（前年同期比115.5％増）となりました。 

③半導体関連装置 

 当社グループでは販売回復の為、半導体分野に限らず販売のエリアを広げて活動してまいりました。設備投資の抑

制、その影響による価格の下落により厳しい状況が続いております。その結果、売上高は6億9千4百万円（前年同期

比29.3％増）、営業利益は3千6百万円（前年同期は1億円の損失）となりました。  

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四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5億6千

9百万円増加して154億2千7百万円となりました。負債は支払手形及び買掛金の増加などにより、3億4千5百万円増加

して48億9百万円となりました。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、2億2千3百万円増加し

て106億1千8百万円となりました。この結果、自己資本比率は66.7％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4千9百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末の残高は5億1千7百万円となりました。 

 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つぎ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、7億8千6百万円（前年同期は14億4千4百万円）となりました。主な要因は、税

金等調整前四半期純利益3億4千9百万円、減価償却費9億9千万円、仕入債務の増加5億3千3百万円と資金が増加しまし

たが、売上債権の増加10億4百万円、たな卸資産の増加2億8千2百万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・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は、1億2百万円（前年同期は7億8千3百万円）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4億6千2百万円、関係会社清算による収入3億8千万円による

ものです。 

 （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、7億2千9百万円（前年同期は9億7千4百万円）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３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成21年8月11日に公表いたしました通期の連結・個別業績予想を修

正いたしました。当該予想数値の修正に関する事項は、平成22年5月6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。 

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年３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 804,363 853,274

受取手形及び売掛金 3,382,828 2,384,755

商品及び製品 48,330 55,176

仕掛品 397,907 317,116

原材料及び貯蔵品 554,053 347,940

その他 228,619 283,156

流動資産合計 5,416,102 4,241,418

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,717,185 3,900,685

機械装置及び運搬具（純額） 3,277,028 3,372,549

土地 1,233,666 1,233,666

その他（純額） 334,798 406,541

有形固定資産合計 8,562,679 8,913,442

無形固定資産 132,951 154,187

投資その他の資産   

投資有価証券 1,235,819 1,297,920

その他 81,276 251,601

貸倒引当金 △1,100 －

投資その他の資産合計 1,315,996 1,549,521

固定資産合計 10,011,627 10,617,152

資産合計 15,427,729 14,858,570



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,434,172 907,693

短期借入金 717,418 627,510

1年内返済予定の長期借入金 729,892 908,792

未払法人税等 262,177 37,316

賞与引当金 208,207 60,484

その他 345,718 318,179

流動負債合計 3,697,586 2,859,975

固定負債   

長期借入金 184,767 684,968

退職給付引当金 589,957 575,749

役員退職慰労引当金 297,020 313,240

その他 39,723 29,277

固定負債合計 1,111,469 1,603,235

負債合計 4,809,055 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 6,982,885 7,092,142

自己株式 △953 △937

株主資本合計 9,856,965 9,966,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 475,711 251,584

為替換算調整勘定 △36,365 △86,050

評価・換算差額等合計 439,346 165,533

少数株主持分 322,362 263,588

純資産合計 10,618,674 10,395,359

負債純資産合計 15,427,729 14,858,570



（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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,724,472 9,728,095

売上原価 7,900,922 8,399,924

売上総利益 823,549 1,328,170

販売費及び一般管理費 783,111 828,587

営業利益 40,438 499,582

営業外収益   

受取利息 1,101 4,527

受取配当金 7,260 4,308

持分法による投資利益 45,979 －

受取賃貸料 － 4,166

スクラップ売却益 － 3,791

その他 98,069 7,624

営業外収益合計 152,410 24,418

営業外費用   

支払利息 50,297 25,815

持分法による投資損失 － 26,077

その他 4,097 61

営業外費用合計 54,394 51,954

経常利益 138,454 472,047

特別利益   

固定資産売却益 3,746 449

特別利益合計 3,746 449

特別損失   

固定資産売却損 3,475 8,538

固定資産除却損 572 860

投資有価証券評価損 71,527 －

会員権評価損 18,040 －

関係会社整理損 － 112,744

貸倒引当金繰入額 － 1,100

その他 3,908 －

特別損失合計 97,522 123,243

税金等調整前四半期純利益 44,677 349,253

法人税、住民税及び事業税 16,425 277,838

法人税等調整額 78,290 △30,910

法人税等合計 94,715 246,928

少数株主利益又は少数株主損失（△） △19,391 75,333

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,646 26,991



（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,789,530 3,529,459

売上原価 1,953,915 3,060,481

売上総利益又は売上総損失（△） △164,385 468,977

販売費及び一般管理費 213,912 268,175

営業利益又は営業損失（△） △378,298 200,801

営業外収益   

受取利息 354 188

受取配当金 414 50

受取賃貸料 － 1,432

スクラップ売却益 － 1,350

その他 86,670 12,558

営業外収益合計 87,439 15,581

営業外費用   

支払利息 14,003 7,641

持分法による投資損失 8,423 －

その他 781 58

営業外費用合計 23,208 7,699

経常利益又は経常損失（△） △314,066 208,683

特別利益   

固定資産売却益 1,793 2

特別利益合計 1,793 2

特別損失   

固定資産除却損 37 13

投資有価証券評価損 53,944 －

関係会社整理損 － 112,744

特別損失合計 53,982 112,757

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（△）

△366,255 95,927

法人税、住民税及び事業税 △140,771 129,286

法人税等調整額 24,674 △35,949

法人税等合計 △116,097 93,337

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,485 25,765

四半期純損失（△） △243,673 △23,175



（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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３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 44,677 349,253

減価償却費 1,182,688 990,553

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） 26,991 147,840

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,855 14,208

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,760 △16,220

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 △8,362 △8,836

支払利息 50,297 25,815

関係会社整理損 － 112,744

持分法による投資損益（△は益） △45,979 26,077

有形固定資産売却損益（△は益） △271 8,088

有形固定資産除却損 572 860

会員権評価損 18,040 －

投資有価証券評価損益（△は益） 71,527 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,859,971 △1,004,118

たな卸資産の増減額（△は増加） 369,520 △282,107

仕入債務の増減額（△は減少） △993,500 533,529

その他 △557,110 △190,903

小計 1,953,759 707,885

利息及び配当金の受取額 90,699 28,458

利息の支払額 △46,501 △24,686

法人税等の支払額 △553,774 △56,801

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 1,444,182 786,910

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 △655,171 △462,125

有形固定資産の売却による収入 12,788 12,865

投資有価証券の取得による支出 △16,595 △14,800

投資有価証券の売却による収入 408 －

関係会社の整理による収入 － 380,197

その他 △124,567 △18,921

投資活動によるキャッシュ・フロー △783,137 △102,784



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） △116,520 93,017

長期借入れによる収入 － 25,086

長期借入金の返済による支出 △773,064 △703,784

自己株式の取得による支出 － △16

配当金の支払額 △166,971 △135,756

少数株主からの払込みによる収入 89,698 －

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 △974,697 △729,292

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,070 △4,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △309,582 △49,440

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 449,419 517,363



 該当事項はありません。 

  

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

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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  348,054  1,319,354  122,121  1,789,530  －  1,789,530

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 20,275  －  17,533  37,808  △37,808  －

計  368,330  1,319,354  139,654  1,827,339  △37,808  1,789,530

営業利益又は営業損失(△)  △78,152  △149,567  △47,878  △275,598  △102,699  △378,298

  
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  343,205  2,916,091  270,162  3,529,459  －  3,529,459

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 31,089  －  27,362  58,451  △58,451  －

計  374,294  2,916,091  297,524  3,587,910  △58,451  3,529,459

営業利益又は営業損失(△)  △33,572  338,622  27,576  332,626  △131,824  200,801



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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３四半期連結累計期間   

 (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３四半期連結累計期間

の営業利益が、金型で5,739千円、コネクタ用部品で553千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、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３四半期連結累計期間の金型の営業利益が14,331千円増加し、コネ

クタ用部品の営業利益が47,981千円減少し、半導体関連装置事業の営業損失が749千円増加しております。 

 当第３四半期連結累計期間 

   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  1,514,419  6,673,095  536,957  8,724,472  －  8,724,472

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 70,448  －  31,628  102,077  △102,077  －

計  1,584,867  6,673,095  568,586  8,826,549  △102,077  8,724,472

営業利益又は営業損失(△)  64,579  463,623  △100,819  427,382  △386,944  40,438

  
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  945,924  8,087,821  694,349  9,728,095  －  9,728,095

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 90,250  －  68,083  158,333  △158,333  －

計  1,036,174  8,087,821  762,432  9,886,428  △158,333  9,728,095

営業利益又は営業損失(△)  △98,767  998,986  36,609  936,829  △437,246  499,582

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

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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３四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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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