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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 9,505 37.6 395 ― 345 ― 550 ―
22年3月期第2四半期 6,907 △46.5 △431 ― △432 ― △478 ―

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2四半期 35.92 ―
22年3月期第2四半期 △31.19 ―

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2四半期 19,834 10,923 55.1 712.55
22年3月期 19,228 10,617 55.2 692.54

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,923百万円 22年3月期  10,617百万円

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   

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 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 18,357 16.2 842 ― 778 ― 797 ― 51.99



(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 

（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。業績予想の前提となる条件およ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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「2.その他の情報」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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 15,348,407株 22年3月期  15,348,407株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  18,436株 22年3月期  17,525株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,330,424株 22年3月期2Q 15,331,979株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における経営環境は、国内の経済対策効果やアジアを中心とする海外経済の好調な

どに支えられて、企業収益の改善や輸出の増加、個人消費の持ち直し等が見られ、自律的回復への基盤が整いつ

つあるかのように思われました。 

 しかしながら、国内の雇用環境は依然として失業率が高水準にあり、本格的回復には至らない状況でありま

す。 

 当社グループの主要な取引先であります半導体・電子部品業界におきましては、政府による各種景気刺激策の

効果により、車載用デバイスの出荷が堅調に推移するとともに、薄型テレビやスマートフォンに代表されるＩ

Ｔ・デジタル家電等の伸長、それに加え夏場の猛暑によりエアコンや冷蔵庫等の販売が増加したことにより、Ｉ

Ｃ・トランジスタ用リードフレーム、ＬＥＤ用リードフレーム及びマイクロピッチコネクタ用部品の需要が大幅

に回復いたしました。 

 しかしながら、第２四半期に入り、エコカー補助金の終了により、これまで高水準で推移してきた車載用リー

ドフレーム、ＬＥＤ用リードフレームの需要に陰りが見られるようになりました。また、円高の進行が与える影

響も懸念され、企業の経営環境は、必ずしも安心できる状況にはありません。 

 このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、激化するグローバル競争で勝ち抜くため、今期

の経営重点目標として「スピードを重視した対応」と「モノ造りへの新たなる挑戦」をテーマとして掲げ、全社

的な取り組みを通じて拡販に努めて参りました。具体的には、顧客窓口対応のスピードアップをはじめ、金型設

計、金型製造、製品製造、そして検査・出荷に至る全ての業務において、スピードを重視した対応を推進すると

ともに、これまでの金型製造やプレス加工に関する技術体系の中で常識として扱われた分野についても、大幅な

コスト削減や品質の向上といった目標のもとに技術的ブレークスルーを目指して技術開発を進めて参りました。 

 また、顧客からの要望が強いコスト対応につきましても、「工場を中心とした原価低減の推進」「労務費の適

正化」「各種コストの更なる圧縮」等のスリム化策をはじめとする製造固定費及び販売管理費の削減を通じて、

より効率の高い生産体制の整備に努めて参りました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、95億５百万円（前年同四半期比37.6％増）と

なりました。また、営業利益は３億９千５百万円（前年同四半期は営業損失４億３千１百万円）、経常利益は３

億４千５百万円（前年同四半期は経常損失４億３千２百万円）、四半期純利益は５億５千万円（前年同四半期は

四半期純損失４億７千８百万円）となりました。  

製品群別の業績は次のとおりであります。 

① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム 

 当製品群は、車載向け、民生用機器向けが主なものであります。第１四半期より国内の自動車販売が好調に推

移したことを背景に車載向けリードフレームの受注が高水準で推移しましたが、第２四半期に入るとエコカー補

助金制度の終了を見越し、生産調整局面に入ったことにより、需要は伸び悩みました。 

 その結果、当製品群の売上高は27億５千３百万円(前年同四半期比47.1％増）となりました。  

② オプト用リードフレーム 

当製品群は、ＬＥＤ用リードフレーム及びレーザー用部品が主なものであります。エコ商品の代表として、薄

型テレビや照明等を中心にＬＥＤを使用した製品が市場に数多くリリースされてきており、第１四半期におきま

してもＬＥＤ用リードフレームの受注状況は堅調に推移して参りましたが、第２四半期以降、基板実装タイプ

（ＳＭＤ）の一部製品において、在庫調整の動きがでて参りました。 

その結果、当製品群の売上高は25億６千２百万円(同31.1％増）となりました。 

③ コネクタ用部品 

当製品群は、携帯電話向け、デジタル家電向けが主なものであります。第１四半期より、世界的にスマートフ

ォンの市場が拡大傾向にある中で、当社のマイクロピッチコネクタ用部品の需要が堅調に推移しました。 

その結果、当製品群の売上高は35億８千９百万円（同31.7％増）となりました。 

④ その他 

その他の製品群としては、リレー用部品が主なものであります。当製品群の売上高は６億円(同68.7％増）とな

りました。 

１．当四半期の連結業績等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 

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、前期に比べ６億５百万円増加し、198億３千４百万円となりました。 

流動資産は、需要が比較的安定してきたことにより、売上債権及びたな卸資産等が増加し、前期に比べ10億８千７

百万円増加の78億６千９百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が減少したことにより、前期に比べ４億

８千１百万円減少の119億６千４百万円となりました。 

 一方、負債合計は、前期に比べ２億９千９百万円増加し、89億１千１百万円となりました。これは有利子負債が

減少した一方仕入債務が増加したものであります。 

 また、純資産の部は、四半期純利益５億５千万円等の利益剰余金の増加により、109億２千３百万円となりまし

た。 

 この結果、自己資本比率は、55.1％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

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。）は、前期末に比べ４億６千５

百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には17億６千２百万円となりました。 

 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） 

営業活動の結果得られた資金は10億２千５百万円（前年同四半期比221.8％増）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益４億９千３百万円の計上、減価償却費５億５千３百万円及び仕入債務の増加６億４千万円に

よる資金の増加、売上債権の増加２億８千万円及びたな卸資産の増加３億２千万円による資金の減少によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は５千１百万円（同70.3％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得２億

３千４百万円による資金の減少、有形固定資産の売却による収入１億６千８百万円による資金の増加であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は４億９千万円（同19.5％増）となりました。これは主に長期借入金２億８千９百

万円の返済及び社債の償還６千万円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 

 第３四半期以降の見通しにつきましては、中国をはじめとするアジア・新興国が牽引役となり世界経済が緩やか

な回復局面が続くと予想されるものの、当社グループを取り巻く経営環境につきましては、急激な円高や原材料価

格の変動をはじめ、各部品メーカー間での熾烈なコスト競争の激化等の不安要素も多く、国内景気の先行きに対す

る不透明感が広がりつつあることから、厳しい状況が続くものと見込まれます。 

 当社グループとしては、益々激化するグローバル競争の中で特にスピード感を持って営業展開を図りユーザーの

皆様から一番に選ばれるサプライヤを目指し、経営資源の効率的な活用、 適地生産の拡大等の諸施策を継続して

推進して参ります。 

 なお、平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月７日に公表いたしました業績予想に変更はあり

ません。  

  



  

（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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用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 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

 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。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

２．表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目

で表示しております。  

  

（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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,762,623 1,296,633

受取手形及び売掛金 3,662,681 3,442,653

商品及び製品 420,515 444,834

仕掛品 836,608 632,561

原材料及び貯蔵品 803,559 690,099

繰延税金資産 209,904 137,463

未収入金 131,128 91,472

その他 44,605 48,089

貸倒引当金 △2,045 △1,985

流動資産合計 7,869,580 6,781,820

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,198,064 9,382,134

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,839,615 △5,884,207

建物及び構築物（純額） 3,358,448 3,497,927

機械装置及び運搬具 11,565,361 11,928,220

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,372,993 △8,398,744

機械装置及び運搬具（純額） 3,192,367 3,529,476

工具、器具及び備品 4,419,851 4,360,941

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,089,193 △4,078,003

工具、器具及び備品（純額） 330,657 282,937

土地 3,548,485 3,548,485

建設仮勘定 174,878 165,061

有形固定資産合計 10,604,838 11,023,889

無形固定資産 153,611 152,122

投資その他の資産   

投資有価証券 426,114 461,958

前払年金費用 256,331 285,609

繰延税金資産 5,185 6,371

その他 564,852 566,600

貸倒引当金 △46,085 △49,706

投資その他の資産合計 1,206,398 1,270,833

固定資産合計 11,964,848 12,446,845

資産合計 19,834,429 19,228,666



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 4,659,683 4,070,920

短期借入金 594,030 731,960

未払法人税等 36,682 46,974

未払消費税等 29,074 54,754

賞与引当金 418,000 242,000

事業整理損失引当金 － 19,465

その他 566,603 551,124

流動負債合計 6,304,073 5,717,199

固定負債   

社債 420,000 480,000

長期借入金 738,600 940,650

繰延税金負債 111,997 146,824

退職給付引当金 33,580 31,454

役員退職慰労引当金 682,749 670,200

リース債務 49,858 54,919

再評価に係る繰延税金負債 570,203 570,203

固定負債合計 2,606,990 2,894,252

負債合計 8,911,063 8,611,451

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,149,472 4,149,472

資本剰余金 4,459,862 4,459,862

利益剰余金 3,446,574 2,972,618

自己株式 △8,215 △7,919

株主資本合計 12,047,693 11,574,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,814 30,200

土地再評価差額金 △301,156 △301,156

為替換算調整勘定 △819,357 △685,862

評価・換算差額等合計 △1,124,328 △956,818

純資産合計 10,923,365 10,617,215

負債純資産合計 19,834,429 19,228,666



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,907,711 9,505,020

売上原価 6,594,755 8,142,695

売上総利益 312,956 1,362,325

販売費及び一般管理費 744,867 966,481

営業利益又は営業損失（△） △431,911 395,843

営業外収益   

受取利息 552 762

受取配当金 2,329 2,059

受取賃貸料 27,150 26,683

助成金収入 70,616 －

投資有価証券受贈益 － 14,420

その他 6,351 4,754

営業外収益合計 107,000 48,679

営業外費用   

支払利息 33,751 20,754

債権売却損 8,844 12,831

租税公課 13,512 19,997

為替差損 38,891 35,815

その他 13,040 10,012

営業外費用合計 108,042 99,410

経常利益又は経常損失（△） △432,953 345,113

特別利益   

固定資産売却益 1,116 171,737

貸倒引当金戻入額 － 3,620

特別利益合計 1,116 175,358

特別損失   

固定資産売却損 19,765 5,540

固定資産除却損 7,437 10,341

減損損失 － 8,817

投資有価証券評価損 － 1,988

特別損失合計 27,202 26,686

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（△）

△459,039 493,785

法人税、住民税及び事業税 6,296 28,490

法人税等調整額 12,925 △85,316

法人税等合計 19,221 △56,825

少数株主損益調整前四半期純利益 － 550,610

四半期純利益又は四半期純損失（△） △478,261 550,610



（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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,982,958 4,722,408

売上原価 3,677,421 4,141,432

売上総利益 305,536 580,975

販売費及び一般管理費 378,199 500,301

営業利益又は営業損失（△） △72,662 80,673

営業外収益   

受取利息 253 391

受取配当金 571 679

受取賃貸料 13,389 13,356

助成金収入 47,476 －

その他 3,025 2,817

営業外収益合計 64,717 17,245

営業外費用   

支払利息 17,411 9,914

債権売却損 5,120 6,573

租税公課 8,087 7,759

為替差損 25,148 16,555

その他 6,922 5,441

営業外費用合計 62,691 46,245

経常利益又は経常損失（△） △70,636 51,673

特別利益   

固定資産売却益 310 170,649

貸倒引当金戻入額 － 3,620

特別利益合計 310 174,270

特別損失   

固定資産売却損 15,654 5,540

固定資産除却損 3,765 8,080

減損損失 － 8,817

特別損失合計 19,420 22,438

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（△）

△89,746 203,505

法人税、住民税及び事業税 6,232 15,910

法人税等調整額 7,966 △90,552

法人税等合計 14,198 △74,641

少数株主損益調整前四半期純利益 － 278,147

四半期純利益又は四半期純損失（△） △103,944 278,147



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△）

△459,039 493,785

減価償却費 677,866 553,189

減損損失 － 8,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,883 3,508

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △105,953 △19,465

前払年金費用の増減額（△は増加） △38,853 29,277

受取利息及び受取配当金 △2,881 △2,821

支払利息 30,661 20,754

有形固定資産除却損 7,437 10,341

売上債権の増減額（△は増加） △511,394 △280,850

たな卸資産の増減額（△は増加） 267,657 △320,849

仕入債務の増減額（△は減少） 453,211 640,692

その他 39,119 △59,282

小計 354,948 1,077,095

利息及び配当金の受取額 2,881 2,821

利息の支払額 △31,175 △20,531

法人税等の支払額 △7,957 △33,786

営業活動によるキャッシュ・フロー 318,697 1,025,599

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 △227,576 △234,594

有形固定資産の売却による収入 74,319 168,777

無形固定資産の取得による支出 △1,862 △8,414

無形固定資産の売却による収入 － 30,009

投資有価証券の取得による支出 △5,442 △5,692

投資その他の資産の増減額（△は増加） △16,708 △16,967

その他 2,255 14,948

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,014 △51,932

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） 2,318 △50,000

長期借入金の返済による支出 △336,013 △289,980

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △16,309 △13,161

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △35 △296

配当金の支払額 － △76,654

財務活動によるキャッシュ・フロー △410,039 △490,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,779 △17,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,577 465,989

現金及び現金同等物の期首残高 1,093,415 1,296,633

現金及び現金同等物の四半期末残高 834,837 1,762,623



該当事項はありません。 

  

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）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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