
  

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（個別：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  12,756  28.9  3,034  122.4  2,583  76.9  1,560  54.8

22年３月期第１四半期  9,897  △13.2  1,364  0.0  1,460  4.5  1,008  5.2

  
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  102  53  －      

22年３月期第１四半期  66  23  －      

  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  51,686  29,330  56.7  1,926  08

22年３月期  49,308  27,577  55.9  1,810  93

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 29,320百万円 22年３月期 27,567百万円

  
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 －      10 00  10  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      10 00  10  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）  22,500  2.2  3,750  △13.0  3,600  △9.4  2,200  △14.1  144  52

通期  46,000  2.2  7,600  2.5  7,300  3.9  4,550  0.9  298  89



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ３「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 

（注）当四半期連結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：無 

（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ます。なお、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連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。  

※  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連結業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づいて

作成しておりますが、実際の業績等は様々な要因により予想と異なる結果となる場合があります。 

   なお、業績予想の前提条件等につきましては、［添付資料］Ｐ２「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 15,222,800株 22年３月期 15,222,800株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 48株 22年３月期 48株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 15,222,752株 22年３月期１Ｑ 15,222,752株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、各国政府による需要刺激策の波及効果を背景に、米国等の先進

国経済では新興国の景気回復により輸出が持ち直し、企業収益の改善を通じて雇用情勢も底離れの兆しが見られ、

景気が持ち直し始めました。中国等の新興国においては、輸出の回復と公共投資等による内需の拡大により生産が

増加し、景気の回復が鮮明になり、全体として景気は緩やかに回復し始めました。 

 わが国経済は、世界経済の持ち直しによる輸出の改善と需要刺激策の波及効果により生産が回復に転じ、設備投

資が下げ止まったものの、失業率は依然として高水準で推移し、個人消費も力強さはなく、景気回復は緩やかなも

のになりました。 

 このような経済環境の中で当社グループは、電気・電子部品事業において細線同軸コネクタがＬＥＤバックライ

トを光源としたノートパソコン向けの需要増及びタブレットパソコンが好調な売れ行きを示したことから、好調に

推移いたしました。自動車部品事業は、新車購入支援策等により環境対応車を中心に持ち直し、車載用センサーや

コネクタ並びに自動車関連部品等が減速傾向ながら回復基調を維持いたしました。また、設備事業につきまして

は、半導体市況の底入れ感が一時的に強まったことから急速に回復しました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は12,756百万円（前年同四半期比28.9％増）、営業利益3,034百

万円（前年同四半期比122.4％増）、経常利益2,583百万円（前年同四半期比76.9％増）となり、四半期純利益は

1,560百万円（前年同四半期比54.8％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,377百万円増加し、51,686百万円とな

りました。 

 資産につきましては、流動資産は、現金及び預金の増加764百万円、仕掛品の増加627百万円、製品の増加587百

万円、売上高の増加による受取手形及び売掛金の増加353百万円等により2,427百万円の増加となり、固定資産は、

自社生産設備の増加等による建設仮勘定の増加152百万円がありましたが、機械装置及び運搬具の減少124百万円、

工具、器具及び備品の減少72百万円等により49百万円減少しました。 

 負債につきましては、流動負債は、短期借入金の増加705百万円、仕入高の増加による支払手形及び買掛金の増

加449百万円等がありましたが、1年内償還予定の社債の減少1,595百万円等により342百万円の減少となり、固定負

債は、長期借入金の増加935百万円等により966百万円増加し、負債残高は624百万円増加の22,356百万円となりま

した。 

 純資産につきましては、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加1,408百万円及び投資対象国通貨との対比

で円安が進んだことによる為替換算調整勘定（借方残高）の減少353百万円等により1,753百万円増加し、29,330百

万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の世界経済は、景気回復の牽引役として期待される中国等の新興国経済が輸出の増加や景気刺激策の波及効

果により生産が増加するものの、成長率は鈍化するものと思われ、景気が持ち直し始めた米国等の先進国経済にお

いても雇用・所得環境の改善が進まないため、景気回復の持続力に乏しく、欧州の信用不安の影響も懸念され、世

界経済全体の景気の先行きは不透明であります。 

 したがって、当社グループの平成23年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、想定を上

回るペースで推移しておりますが、現時点においては個別の第２四半期累計期間及び通期の業績予想の修正のみを

行い、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は据え置きといたします。 

  

  

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 

 該当事項はありません。 

   

  

（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。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

  

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 13,046,913 12,281,956

受取手形及び売掛金 9,732,353 9,378,477

製品 4,144,468 3,557,388

仕掛品 2,084,492 1,457,123

原材料及び貯蔵品 942,034 1,129,658

繰延税金資産 1,107,993 987,553

その他 751,169 599,599

貸倒引当金 △4,169 △13,896

流動資産合計 31,805,256 29,377,862

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,997,116 7,930,296

減価償却累計額 △4,423,986 △4,320,298

建物及び構築物（純額） 3,573,129 3,609,997

機械装置及び運搬具 17,854,837 17,523,595

減価償却累計額 △11,556,923 △11,100,929

機械装置及び運搬具（純額） 6,297,913 6,422,665

工具、器具及び備品 14,747,329 14,222,805

減価償却累計額 △12,404,274 △11,807,356

工具、器具及び備品（純額） 2,343,054 2,415,448

土地 3,420,445 3,407,810

建設仮勘定 1,383,026 1,230,060

有形固定資産合計 17,017,569 17,085,983

無形固定資産   

のれん － 7,220

その他 1,713,304 1,643,058

無形固定資産合計 1,713,304 1,650,279

投資その他の資産   

繰延税金資産 435,281 442,554

その他 734,347 771,177

貸倒引当金 △18,880 △18,880

投資その他の資産合計 1,150,749 1,194,851

固定資産合計 19,881,622 19,931,115

資産合計 51,686,878 49,308,977



（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 2,269,952 1,820,578

短期借入金 6,405,935 5,700,247

1年内償還予定の社債 307,500 1,902,500

未払法人税等 1,612,870 1,756,147

繰延税金負債 11 －

賞与引当金 1,349,560 1,008,024

その他 2,031,245 2,131,676

流動負債合計 13,977,076 14,319,173

固定負債   

社債 242,500 272,500

長期借入金 4,288,496 3,353,363

繰延税金負債 1,303,335 1,304,394

退職給付引当金 797,031 790,432

役員退職慰労引当金 205,168 221,086

その他 1,542,533 1,471,015

固定負債合計 8,379,064 7,412,792

負債合計 22,356,140 21,731,966

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,287,940 5,287,940

資本剰余金 4,812,216 4,812,216

利益剰余金 21,681,425 20,272,919

自己株式 △140 △140

株主資本合計 31,781,440 30,372,935

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,655 21,828

為替換算調整勘定 △2,473,879 △2,827,433

評価・換算差額等合計 △2,461,224 △2,805,605

少数株主持分 10,521 9,681

純資産合計 29,330,738 27,577,011

負債純資産合計 51,686,878 49,308,977



（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 9,897,981 12,756,289

売上原価 6,581,602 7,386,278

売上総利益 3,316,378 5,370,010

販売費及び一般管理費 1,952,021 2,335,153

営業利益 1,364,357 3,034,857

営業外収益   

受取利息及び配当金 13,157 12,750

為替差益 10,846 －

和解金 40,000 40,000

デリバティブ運用益 91,181 －

その他 6,145 35,891

営業外収益合計 161,330 88,642

営業外費用   

支払利息 53,278 47,892

為替差損 － 460,337

デリバティブ運用損 － 21,914

その他 12,275 9,667

営業外費用合計 65,554 539,812

経常利益 1,460,133 2,583,686

特別利益   

固定資産売却益 142 57

貸倒引当金戻入額 － 9,620

特別利益合計 142 9,677

特別損失   

固定資産売却損 629 1,298

固定資産除却損 16,503 41,108

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17,288

特別損失合計 17,133 59,695

税金等調整前四半期純利益 1,443,143 2,533,669

法人税、住民税及び事業税 791,860 1,097,863

法人税等調整額 △356,381 △125,360

法人税等合計 435,479 972,502

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,561,166

少数株主利益又は少数株主損失（△） △477 433

四半期純利益 1,008,141 1,560,733



 該当事項はありません。 

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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