
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,153  109.2  133  －  141  －  115  －

22年３月期第１四半期  1,507  △63.1  △562  －  △530  －  △536  －

  
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 

23年３月期第１四半期  9  25  －

22年３月期第１四半期  △43  16  －

  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 

23年３月期第１四半期  13,876  5,745  41.4  462  21

22年３月期  13,040  5,587  42.8  449  53

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,745百万円 22年３月期 5,587百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －   0 00 － 0 00  0  00

23年３月期  －  

23年３月期（予想）  0     00 － 0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  7,100  81.1  300  －  360  －  320  －  25  74

通期  13,500  40.6  40  －  185  －  130  －  10  46



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （社名            ）、除外      －社  （社名            ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

  

※  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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 12,969,000株 22年３月期 12,969,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 539,344株 22年３月期 538,412株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 12,429,948株 22年３月期１Ｑ 12,431,428株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で景気回復の兆しが見られるものの、雇用情勢について

は改善まで至っておらず、個人消費は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 こうした環境の中、当社グループは、業績を早急に回復させるため、基幹事業である半導体関連を中心に収益向

上を図るとともに、電子通信部品、ＬＥＤ製品及び車載関連製品などの新規事業の拡充にも積極的に取り組んでま

いりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,153百万円（前年同四半期比109.2％増）、営業利益は133百

万円（前年同四半期は営業損失562百万円）、経常利益は141百万円（前年同四半期は経常損失530百万円）、四半

期純利益は115百万円（前年同四半期は四半期純損失536百万円）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 電子部品組立装置 

 電子部品組立装置については、半導体市場が前連結会計年度後半より引き続いて堅調であり、またＬＥＤ市場

においても需要が増加傾向で推移いたしました。この結果、売上高は1,643百万円となりました。 

② 電子部品 

 電子部品については、ＬＥＤ向けの安定した需要に加え、パソコン、携帯電話及びデジタル家電向けも好調を

維持したことから、受注高及び売上高は堅調に推移いたしました。この結果、売上高は1,229百万円となりまし

た。 

③ その他 

 その他については、主に電子部品組立装置用金型を中心に好調を維持いたしました。この結果、売上高は279

百万円となりました。  

  

（注）当第１四半期連結会計期間から、セグメント区分を変更したため、各セグメントの対前年同期との金額比較

は記載しておりません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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における総資産は、13,876百万円（前連結会計年度末は13,040百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して836百万円増加いたしました。これは主にたな卸資産の増加によるものでありま

す。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、8,131百万円（前連結会計年度末は7,453百万円）となり、

前連結会計年度末と比較して678百万円増加いたしました。これは主に支払手形の増加によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、5,745百万円（前連結会計年度末は5,587百万円）とな

り、前連結会計年度末と比較して157百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益の計上による利益剰余

金の増加によるものであります。 

 なお、これらの要因により、自己資本比率は41.4％（前連結会計年度末は42.8％）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 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。）は、前連結会計年度末と

比較して62百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には3,016百万円となりました。 

 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、資金は49百万円の増加（前年同四半期は297百万円の減少）となりました。これは主に仕

入債務の増加、減価償却費及び税金等調整前四半期純利益の計上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、資金は100百万円の減少（前年同四半期は19百万円の減少）となりました。これは主に金

型用の加工設備を中心とした有形固定資産の取得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、資金は15百万円の減少（前年同四半期は20百万円の減少）となりました。これは主に長期

借入の返済による支出によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月13日の決算発表時に公表いたしました平成23年３月期第２四半期累計期間業績予想を修正いたしま

した。なお、通期業績予想につきましては、修正しておりません。 

 詳細につきましては、本日（平成22年８月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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みとめ

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 棚卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連結会計年度末の実地棚卸高

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。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ64千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は、21,332千

円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は23,446千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,016,208 3,078,893

受取手形及び売掛金 2,658,034 2,643,813

商品及び製品 1,121,846 712,384

仕掛品 1,598,082 1,168,509

原材料及び貯蔵品 473,972 362,149

その他 230,152 295,273

貸倒引当金 △1,309 △1,200

流動資産合計 9,096,987 8,259,823

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,643,845 1,656,083

機械装置及び運搬具（純額） 802,623 792,724

土地 860,001 856,244

その他（純額） 224,146 225,486

有形固定資産合計 3,530,616 3,530,539

無形固定資産 220,600 225,555

投資その他の資産   

関係会社出資金 515,936 505,508

その他 523,523 530,614

貸倒引当金 △10,700 △11,137

投資その他の資産合計 1,028,759 1,024,986

固定資産合計 4,779,976 4,781,081

資産合計 13,876,963 13,040,904

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,036,782 2,457,065

短期借入金 2,680,000 2,640,000

1年内返済予定の長期借入金 168,000 168,000

未払法人税等 16,414 12,246

賞与引当金 49,125 89,861

製品保証引当金 31,572 32,154

その他 840,143 709,006

流動負債合計 6,822,038 6,108,332

固定負債   

長期借入金 368,000 410,000

退職給付引当金 834,159 843,820

その他 107,594 90,848

固定負債合計 1,309,754 1,344,668

負債合計 8,131,793 7,453,001



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,837,500 5,837,500

利益剰余金 597,426 482,407

自己株式 △99,292 △99,062

株主資本合計 6,335,633 6,220,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,090 728

為替換算調整勘定 △585,371 △633,671

評価・換算差額等合計 △590,462 △632,942

純資産合計 5,745,170 5,587,902

負債純資産合計 13,876,963 13,040,904



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,507,356 3,153,677

売上原価 1,526,688 2,425,328

売上総利益又は売上総損失（△） △19,332 728,348

販売費及び一般管理費 543,130 595,167

営業利益又は営業損失（△） △562,463 133,181

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,469 830

持分法による投資利益 － 6,396

為替差益 3,157 －

受取技術料 7,139 7,648

助成金収入 41,717 －

その他 18,421 15,804

営業外収益合計 71,906 30,680

営業外費用   

支払利息 16,901 16,591

持分法による投資損失 19,121 －

為替差損 － 1,640

売上債権売却損 1,143 2,530

その他 2,774 1,633

営業外費用合計 39,940 22,396

経常利益又は経常損失（△） △530,497 141,465

特別利益   

固定資産売却益 3,310 2,355

貸倒引当金戻入額 1,479 49

特別利益合計 4,790 2,404

特別損失   

固定資産除却損 16 329

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,268

投資有価証券評価損 27,300 －

特別損失合計 27,316 21,597

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（△）

△553,023 122,272

法人税、住民税及び事業税 2,078 7,727

法人税等調整額 △18,617 △473

法人税等合計 △16,538 7,254

少数株主損益調整前四半期純利益 － 115,018

四半期純利益又は四半期純損失（△） △536,484 115,018



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△553,023 122,272

減価償却費 123,665 136,164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,479 △328

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,181 △40,785

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7,301 △582

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,715 △9,660

受取利息及び受取配当金 △1,469 △830

支払利息 16,901 16,591

為替差損益（△は益） 5,758 719

持分法による投資損益（△は益） 19,121 △6,396

固定資産売却損益（△は益） △3,310 △2,355

固定資産除却損 16 329

投資有価証券評価損益（△は益） 27,300 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,268

売上債権の増減額（△は増加） 501,944 △1,812

たな卸資産の増減額（△は増加） 126,605 △939,204

未収消費税等の増減額（△は増加） 64,255 11,681

その他の流動資産の増減額（△は増加） △66,142 62,313

仕入債務の増減額（△は減少） △503,274 568,384

その他の負債の増減額（△は減少） 61,311 137,418

その他 881 462

小計 △269,136 75,651

利息及び配当金の受取額 1,905 850

利息の支払額 △17,003 △16,539

法人税等の支払額 △13,365 △10,920

営業活動によるキャッシュ・フロー △297,600 49,041

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 △155,039 △107,902

有形固定資産の売却による収入 42,597 15,626

無形固定資産の取得による支出 △3,965 △10,114

投資有価証券の取得による支出 △149 △150

定期預金の払戻による収入 100,000 －

その他の支出 △2,783 △245

その他の収入 295 2,479

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,046 △100,307

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） 20,000 40,000

長期借入金の返済による支出 △30,000 △42,000

自己株式の取得による支出 △29 △229

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,958 △12,973

配当金の支払額 △412 △112

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,399 △15,316

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,416 3,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △323,630 △62,684

現金及び現金同等物の期首残高 3,903,146 3,078,893

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,579,515 3,016,208



 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

〔海外売上高〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
半導体製造
装置 
（千円） 

金型
（千円） 

リードフ
レーム等 
（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 
 440,661  592,292  474,402  1,507,356  －  1,507,356

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 722  1,400  －  2,123  (2,123)  －

  計  441,383  593,693  474,402  1,509,479  (2,123)  1,507,356

営業損失  198,631  117,778  97,280  413,690  (148,772)  562,463

  
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 
 1,125,232  382,123  1,507,356  －  1,507,356

(2）セグメント間の内部

売上高 
 59,200  17,750  76,950  (76,950)  －

計  1,184,432  399,874  1,584,306  (76,950)  1,507,356

営業損失  326,385  87,304  413,690  148,772  562,463

  アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  778,341  207,108  985,450

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,507,356

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  51.7  13.7  65.4



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、半導体製造装置、金型、リードフレーム及び各種電子部品等の製造販売を主要な事業としております。

 従って、当社は、これらを基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「電子部品組立装置事業」及び

「電子部品事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「電子部品組立装置事業」は、モールディング装置、リード加工機及びモールド金型等を製造・販売しておりま

す。「電子部品事業」は、リードフレーム及び電子通信部品等を製造・販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフ

レーム生産用金型の調達・販売等を行っております。 

２．セグメント利益の調整額△136,521千円には、セグメント間取引消去117千円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△136,639千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

電子部品 
組立装置 

電子部品 計

売上高              

外部顧客への売上高  1,643,999  1,229,963  2,873,962  279,714  3,153,677  －  3,153,677

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  25,684  25,684  △25,684  －

計  1,643,999  1,229,963  2,873,962  305,398  3,179,361  △25,684  3,153,677

セグメント利益  180,491  76,170  256,662  13,040  269,702  △136,521  133,181

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

 ２．金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

４．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

電子部品組立装置（千円）  2,017,713  －

電子部品（千円）  1,200,547  －

 報告セグメント計（千円）  3,218,260  －

その他（千円）  400,559  －

合計（千円）  3,618,819  －

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

電子部品組立装置  2,180,045  －  4,464,338  －

電子部品  1,437,301  －  544,109  －

報告セグメント計  3,617,346  －  5,008,447  －

その他  444,618  －  584,718  －

合計  4,061,965  －  5,593,165  －

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

電子部品組立装置（千円）  1,643,999  －

電子部品（千円）  1,229,963  －

 報告セグメント計（千円）  2,873,962  －

その他（千円）  279,714  －

合計（千円）  3,153,677  －



２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３．金額には消費税等は含まれておりません。 

相手先 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ASE Electronics (M) Sdn.Bhd.  332,050  22.0  －  －

IBM Corporation  185,567  12.3  －  －

Sumiko Leadframe (Thailand) Co.,Ltd.  184,803  12.3  387,526  12.3

日亜化学工業株式会社  －  －  364,660  11.6

CHANG WAH ELECTROMATERIALS 

INCORPORATION 
 －  －  329,214  10.4
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