
  

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：無 
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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  1,207  △40.8  34  －  49  －  15  －

22年３月期第１四半期  2,039  △52.2  △135  －  △119  －  △88  －

  
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  2.76  2.71

22年３月期第１四半期  △15.51  －

  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  7,869  2,608  33.0  455.37

22年３月期  7,975  2,581  32.2  450.91

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,597百万円 22年３月期 2,571百万円 

  
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）  2,453  △32.8  △306  －  △248  －  △284  －  △49.80

通期  6,041  △2.6  △75  －  55  －  △27  －  △4.74



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 ：有   除外 １社 （社名）内田工業株式会社 

（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は終了しておりません。 

  

※  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 5,767,268株 22年３月期 5,767,268株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 63,843株 22年３月期 63,806株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,703,461株 22年３月期１Ｑ 5,703,462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の経済は、各国の景気刺激策の後押しを受け、緩やかに景気回復の

歩みを続けている状況である一方、欧州の財政問題や米国における回復鈍化への懸念が顕在化し、景気回復基調

の見通しに関して不確実性が高まりました。  

 電気・電子業界におきましては、液晶・半導体関連の早期回復とアジア地域における購買層の増加により、デ

ジタル家電を中心とした消費が大きく伸び、市場環境は着実に回復してまいりました。 

 このような状況のもと、当社グループは、プローブカードをコア事業とした事業再編計画を着々と実行に移

し、選択と集中により構造改革を進めてまいりました。製造部門では、海外子会社の生産効率向上のための人材

教育を推進することでコスト削減を目指した施策を進めております。開発部門では、既存製品の性能アップのた

めに改良型を製品化し、また、新製品の今期市場投入に向けた開発強化を推進しております。営業部門では、グ

ループ各社の連携を強めることにより取引先からの多様な需要に応えていく施策を進めております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営

成績につきましては、売上高は1,207百万円（前年同期比40.8％減）、営業利益は34百万円（前年同期は135百万

円の営業損失）、経常利益は49百万円（前年同期は119百万円の経常損失）、四半期純利益は15百万円（前年同

期は88百万円の四半期純損失）となりました。 

 報告セグメントの業績とその要因は、次のとおりであります。 

①プローブカード事業 

 アジア地域の継続した経済成長に牽引され、デジタル家電等の売れ行きが順調に伸びており、取引先の設備投

資意欲が回復してきました。このような状況のもと、当社の生産性の向上をはじめとする経営合理化施策、アジ

ア地域における積極的な販売推進策、Form Factor Inc.との業務提携等による当社製品ラインナップの充実化が

奏功し、売上高及び収益を大きく確保することができました。 

 この事業の売上高は992百万円（前年同期比43.7％増）、営業利益は116百万円（前年同期比1,786.5％増）と

なりました。  

②電子部品事業 

半導体部品は、半導体メーカー各社におけるコスト低減により、市場環境に比べて緩やかではあるものの、需

要は回復傾向にあります。また、ＣＲＴ部品や昨年度からの在庫であるモリブデン電極の売上により、利益を確

保することができました。 

 この事業の売上高は214百万円（前年同期比61.2％減）、営業利益は18百万円（前年同期は58百万円の営業損

失）となりました。 
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第1四半期における総資産は、主として現金及び預金等が増加し、受取手形及び売掛金等が減少したことに

より、前連結会計年度末に比べ105百万円減少し7,869百万円となりました。負債は、支払手形及び買掛金が増加

し、未払金、未払法人税等が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ132百万円減少し5,261百万円となり

ました。前連結会計年度末の純資産合計は2,581百万円であり、当第１四半期末の純資産は2,608百万円となり、

自己資本比率は33.0％（前連結会計年度末は32.2％）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第1四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、未収入金の増加等の支

出要因があったものの、売上債権の減少等の増加要因により、前連結会計年度末に比べ269百万円増加し、当第

１四半期連結会計期間残高は2,273百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

営業活動の結果獲得した資金は、265百万円（前第１四半期連結会計期間は営業活動の結果使用した資金185

百万円）となりました。これは主として、貸倒引当金の減少51百万円、法人税等の支払額80百万円等の支出要因

があったものの、税金等調整前四半期純利益47百万円、売上債権の減少額308百万円等の収入要因があったこと

によるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

投資活動の結果獲得した資金は35百万円（前第１四半期連結会計期間は投資活動の結果獲得した資金374百万

円）となりました。これは主として、保険積立金の解約による収入44百万円等の収入要因があったことによるも

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35百万円（前第１四半期連結会計期間は財務活動の結果獲得した資金501百万

円）となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出35百万円があったことによるものです。  
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

当第１四半期連結会計期間において、次の連結子会社の清算を結了いたしました。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①たな卸資産の評価方法  

  当第１四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る実地 

たな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。 

    ②固定資産の減価償却費の算定方法 

    減価償却費は、固定資産の年間減価償却額を期間按分することにより計上しております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

1.「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

  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。 

  これによる影響はありません。 

   

  （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

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容

議決権の所有割合

（％） 
関係内容  

内田工業㈱ 東京都北区 80,000 電子部品事業 100.0 
当社製品の 

製造及び販売 
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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 2,517,364 2,243,961

受取手形及び売掛金 1,240,206 1,544,863

有価証券 10,607 10,605

商品及び製品 180,046 189,200

仕掛品 43,829 30,759

原材料及び貯蔵品 471,695 493,284

未収入金 997,885 934,905

その他 153,079 140,526

貸倒引当金 △33,661 △25,245

流動資産合計 5,581,054 5,562,861

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,973,541 1,973,124

減価償却累計額 △1,328,491 △1,317,451

建物及び構築物（純額） 645,050 655,673

機械装置及び運搬具 1,542,976 1,551,978

減価償却累計額 △1,192,580 △1,186,948

機械装置及び運搬具（純額） 350,395 365,029

工具、器具及び備品 821,156 829,042

減価償却累計額 △743,522 △747,310

工具、器具及び備品（純額） 77,634 81,731

土地 551,280 550,342

リース資産 139,666 139,666

減価償却累計額 △44,981 △38,872

リース資産（純額） 94,685 100,794

有形固定資産合計 1,719,046 1,753,572

無形固定資産   

その他 8,596 8,975

無形固定資産合計 8,596 8,975

投資その他の資産 560,956 650,078

固定資産合計 2,288,599 2,412,626

資産合計 7,869,653 7,975,487
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 729,479 684,995

短期借入金 2,856,217 2,855,727

未払金 123,027 175,154

未払法人税等 30,918 78,694

その他 152,315 176,743

流動負債合計 3,891,957 3,971,314

固定負債   

長期借入金 676,410 712,230

退職給付引当金 551,487 551,407

負ののれん 25,174 33,566

その他 116,445 125,501

固定負債合計 1,369,517 1,422,704

負債合計 5,261,475 5,394,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 △2,536,329 △2,553,062

自己株式 △72,539 △72,532

株主資本合計 2,698,450 2,681,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,826 △7,477

為替換算調整勘定 △87,461 △102,514

評価・換算差額等合計 △101,287 △109,992

新株予約権 11,015 9,736

純資産合計 2,608,178 2,581,468

負債純資産合計 7,869,653 7,975,487
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（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 2,039,460 1,207,819

売上原価 1,534,842 770,403

売上総利益 504,617 437,416

販売費及び一般管理費 640,141 402,661

営業利益又は営業損失（△） △135,523 34,754

営業外収益   

受取利息 198 110

受取配当金 1,689 1,186

負ののれん償却額 8,038 8,391

為替差益 26,742 －

その他 16,878 31,587

営業外収益合計 53,548 41,276

営業外費用   

支払利息 16,073 20,284

為替差損 － 375

持分法による投資損失 15,628 5,199

その他 5,684 1,133

営業外費用合計 37,386 26,992

経常利益又は経常損失（△） △119,361 49,039

特別利益   

固定資産売却益 18 36

保険解約返戻金 73,947 7,400

特別利益合計 73,965 7,437

特別損失   

固定資産除却損 2,060 22

子会社整理損 － 8,722

その他 2,432 －

特別損失合計 4,492 8,745

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（△）

△49,888 47,731

法人税、住民税及び事業税 19,668 31,151

法人税等調整額 18,885 811

法人税等合計 38,553 31,963

少数株主損益調整前四半期純利益 － 15,767

四半期純利益又は四半期純損失（△） △88,442 15,767
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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（△）

△49,888 47,731

減価償却費 93,755 41,659

持分法による投資損益（△は益） 15,628 5,199

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,219 80

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,009 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,032 △51,953

受取利息及び受取配当金 △1,888 △1,297

支払利息 16,073 20,284

保険解約返戻金 △73,947 －

売上債権の増減額（△は増加） △80,324 308,325

未収入金の増減額（△は増加） △94,492 △8,528

たな卸資産の増減額（△は増加） 267,089 20,024

その他の流動資産の増減額（△は増加） 84,109 △10,872

その他の固定資産の増減額（△は増加） 20,019 －

仕入債務の増減額（△は減少） △348,253 △12,462

その他の流動負債の増減額（△は減少） △26,271 △24,996

その他 △19,758 27,937

小計 △166,889 361,132

利息及び配当金の受取額 1,762 1,297

利息の支払額 △9,681 △16,625

法人税等の支払額 △11,188 △80,077

営業活動によるキャッシュ・フロー △185,996 265,726

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,096 △19,540

定期預金の払戻による収入 6,318 15,540

有形固定資産の取得による支出 △2,193 △2,185

有形固定資産の売却による収入 145 568

投資有価証券の取得による支出 △298 －

投資有価証券の売却による収入 － 193

会員権の売却による収入 4,827 －

保険積立金の解約による収入 373,122 44,798

その他 △3,086 △4,161

投資活動によるキャッシュ・フロー 374,739 35,213

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） 540,833 －

長期借入金の返済による支出 △38,910 △35,820

自己株式の取得による支出 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 501,923 △35,826

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,500 4,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 706,166 269,404

現金及び現金同等物の期首残高 1,695,260 2,004,413

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,401,427 2,273,818
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 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。 

  

１ 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ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評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、製品・サービス別の販売体制のもと事業活動を展開しており、「プローブカード事業」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。 

 「プローブカード事業」はＩＣ用プローブカード、液晶駆動ＩＣ用プローブカード、垂直型プローブカード、ＭＥＭＳ

型プローブカード、ＯＣプローブ、プローブピン等を販売しており、「電子部品事業」は蒸着用素子、ＣＲＴ用部品、イ

ンプランテーション加工部品、エッチャー用アルミパーツ、シリコン電極等を販売しております。 

  

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） 

（単位：千円）

(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△100,200千円は、全社費用であります。 

(注)2 セグメント利益又は損失(△)の合計値は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

  

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  報告セグメント 
調整額 

(注)1 

四半期連結損益

計算書計上額

(注)2 
プローブ 

カード事業 
電子部品事業 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部売上高  

 又は振替高 

992,914 

－ 

214,905

－

1,207,819

－

－ 

－ 

1,207,819

－

計 992,914 214,905 1,207,819 － 1,207,819

セグメント利益又は損失(△) 116,014 18,939 134,954 △100,200 34,754

（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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