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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 2,413 △33.9 △28 ― △55 ― △137 ―
22年3月期第2四半期 3,653 △50.0 △647 ― △637 ― △2,006 ―

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 △24.11 ―
22年3月期第2四半期 △351.83 ―

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 7,380 2,410 32.5 420.57
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2四半期  2,398百万円 22年3月期  2,571百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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 5,083 △18.1 △75 ― 66 ― △25 ― △4.55



(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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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 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2Q  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2Q 5,703,442株 22年3月期2Q  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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、日本政府による大型景気刺激策の延伸や、アジアを中心

とした新興国の経済成長に伴う輸出増加により、企業における収益は回復の様相を見せ始めましたが、雇用及び所

得環境の改善は見えないままに推移いたしました。 

電気・電子業界については、アジア地域における半導体各社は、堅調な需要に支えられて第１四半期に続いて

積極的に設備投資を増強しておりますが、国内半導体市場は、長引く円高や株式市場の低迷などによる景況感の悪

化から、緩やかな回復の足取りは一服して足踏み状態に入りました。 

このような状況の中で、当社グループは新タイプの針を使用した製品の積極的な拡販や、米国フォームファク

ター社との業務提携による新製品の市場投入を行い、事業再編計画に基づく営業戦略の再構築を進めました。 

また、材料等の見直し、子会社の生産性向上に伴う原価の低減や販売費及び一般管理費のコスト削減改革等を

着実に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累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2,413百万円（前年同期比33.9％減）、営業損失は28百万円（前年同期は647百万円

の営業損失）、経常損失は55百万円（前年同期は637百万円の経常損失）、四半期純損失は137百万円（前年同期は

2,006百万円の四半期純損失）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。 

（プローブカード事業） 

カンチレバー型における新タイプのプローブ針による改良新製品の拡販は着実に進んでおります。また新しい

ビジネスモデルの提案、垂直型新製品の進捗など、ますます厳しくなる市場環境においても利益を生み出す体質の

構築に鋭意取り組んでまいりました。 

この事業の売上高は2,020百万円（前年同期比44.0％増）、営業利益は176百万円（前年同期は16百万円の営業

損失）となりました。 

  

（電子部品事業） 

半導体部品関連は、製造装置メーカーの消耗品囲い込みによる製品価格の低下などの影響により、売上・収益

ともに減少となりました。 

電子部品関連は、撤退をしているモリブデン電極の在庫販売により、一時的な利益を確保致しましたが、電子

部品事業全体を支えるまでには至りませんでした。 

この事業の売上高は393百万円（前年同期比62.4％減）、営業利益は4百万円（前年同期は123百万円の営業損

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２四半期連結会計期間末における総資産は、主として、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595百万円減少し7,380百万円となりました。負債は、長期借入金等が減少したことによ

り、前連結会計年度末に比べ423百万円減少し4,970百万円となりました。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２四半期連結会計期間末の純資産は2,410百万円となり、自己資本比率は32.5％（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２四半期連結累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、長期借入金の返済によ

る支出要因があったものの、定期預金の払戻による収入等の増加要因があったことにより、前連結会計年度末に

比べ211百万円増加し、当第２四半期連結累計期間残高は2,215百万円となりました。 

「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、248百万円（前第２四半期連結累計期間は営業活動の結果使用した資金755

百万円）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失111百万円、法人税等の支払額77百万円等

の支出要因があったものの、減価償却費81百万円、売上債権の減少額290百万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279百万円（前第２四半期連結累計期間は投資活動の結果獲得した資金700百

万円）となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入215百万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305百万円（前第２四半期連結累計期間は財務活動の結果獲得した資金731百万

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302百万円があったことによるものです。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年11月２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）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たな卸資産の評価方法  

  当第２四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  

 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。 

②四半期連結損益計算書関係  

 「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）に基づき「財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号 平成21年３月24日）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  

   

（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
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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 2,239,431 2,243,961

受取手形及び売掛金 1,244,535 1,544,863

有価証券 10,609 10,605

商品及び製品 156,082 189,200

仕掛品 44,690 30,759

原材料及び貯蔵品 449,155 493,284

未収入金 952,286 934,905

その他 93,819 140,526

貸倒引当金 △34,526 △25,245

流動資産合計 5,156,085 5,562,861

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,966,658 1,973,124

減価償却累計額 △1,332,635 △1,317,451

建物及び構築物（純額） 634,022 655,673

機械装置及び運搬具 1,517,656 1,551,978

減価償却累計額 △1,190,915 △1,186,948

機械装置及び運搬具（純額） 326,741 365,029

工具、器具及び備品 819,528 829,042

減価償却累計額 △746,137 △747,310

工具、器具及び備品（純額） 73,390 81,731

土地 548,727 550,342

リース資産 139,666 139,666

減価償却累計額 △51,091 △38,872

リース資産（純額） 88,575 100,794

有形固定資産合計 1,671,458 1,753,572

無形固定資産   

その他 8,218 8,975

無形固定資産合計 8,218 8,975

投資その他の資産 544,694 650,078

固定資産合計 2,224,370 2,412,626

資産合計 7,380,455 7,975,487
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（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 677,461 684,995

短期借入金 2,853,876 2,855,727

未払金 125,243 175,154

未払法人税等 32,048 78,694

賞与引当金 94,091 37,857

その他 92,486 138,886

流動負債合計 3,875,207 3,971,314

固定負債   

長期借入金 407,340 712,230

退職給付引当金 555,697 551,407

負ののれん 16,783 33,566

その他 115,223 125,501

固定負債合計 1,095,043 1,422,704

負債合計 4,970,251 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 △2,689,596 △2,553,062

自己株式 △72,539 △72,532

株主資本合計 2,545,183 2,681,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,215 △7,477

為替換算調整勘定 △129,258 △102,514

評価・換算差額等合計 △146,473 △109,992

新株予約権 11,494 9,736

純資産合計 2,410,204 2,581,468

負債純資産合計 7,380,455 7,975,487
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（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 3,653,603 2,413,991

売上原価 3,052,695 1,545,293

売上総利益 600,907 868,698

販売費及び一般管理費 1,247,960 897,663

営業損失（△） △647,053 △28,964

営業外収益   

受取利息 1,898 386

受取配当金 1,689 1,373

負ののれん償却額 16,077 16,783

為替差益 27,107 －

受取保険金 1,466 －

補助金収入 16,488 407

その他 17,959 31,792

営業外収益合計 82,686 50,743

営業外費用   

支払利息 40,743 41,324

為替差損 － 16,881

持分法による投資損失 21,418 13,997

シンジケートローン手数料 2,642 747

その他 8,754 4,460

営業外費用合計 73,558 77,412

経常損失（△） △637,925 △55,634

特別利益   

固定資産売却益 5,257 36

投資有価証券売却益 15,611 －

事業譲渡益 300,000 －

保険解約返戻金 73,947 7,400

特別利益合計 394,816 7,437

特別損失   

固定資産売却損 6,935 －

固定資産除却損 8,059 126

減損損失 855,316 －

特別退職金 320,306 －

たな卸資産評価損 521,730 －

役員退職慰労金 － 54,600

その他 2,752 8,754

特別損失合計 1,715,100 63,480

税金等調整前四半期純損失（△） △1,958,209 △111,677

法人税、住民税及び事業税 41,510 29,807

法人税等調整額 6,912 △3,986

法人税等合計 48,423 25,821

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △137,498

四半期純損失（△） △2,006,632 △137,498
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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損失（△） △1,958,209 △111,677

減価償却費 184,834 81,570

減損損失 855,316 －

持分法による投資損益（△は益） 21,418 13,997

退職給付引当金の増減額（△は減少） △86,107 4,289

賞与引当金の増減額（△は減少） － 56,233

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,367 △54,949

受取利息及び受取配当金 △3,588 △1,759

支払利息 40,743 41,324

投資有価証券売却損益（△は益） △15,611 －

事業譲渡損益（△は益） △300,000 －

保険返戻金 △73,947 △7,400

たな卸資産評価損 521,730 －

特別退職金 320,306 －

役員退職慰労金 － 54,600

有形固定資産除却損 8,059 126

売上債権の増減額（△は増加） △149,635 290,550

たな卸資産の増減額（△は増加） 674,128 56,899

仕入債務の増減額（△は減少） △677,524 △45,364

未収入金の増減額（△は増加） △208,549 △4,592

その他の流動資産の増減額（△は増加） 205,473 53,111

その他の固定資産の増減額（△は増加） 39,325 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △68,681 △37,775

その他 △38,423 32,010

小計 △703,573 421,193

利息及び配当金の受取額 4,069 1,759

利息の支払額 △42,694 △42,185

役員退職慰労金の支払額 － △54,600

法人税等の支払額 △13,573 △77,335

営業活動によるキャッシュ・フロー △755,772 248,831

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 △13,009 △13,045

定期預金の払戻による収入 6,318 215,978

有形固定資産の取得による支出 △49,511 △12,767

有形固定資産の売却による収入 35,539 568

投資有価証券の取得による支出 △600 －

投資有価証券の売却による収入 31,529 193

会員権の売却による収入 6,942 －

子会社の清算による収入 － 41,533

事業譲渡による収入 313,779 －

保険積立金の解約による収入 373,122 47,149

その他 △3,319 333

投資活動によるキャッシュ・フロー 700,791 279,943
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（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) 

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） 390,332 △2,606

長期借入れによる収入 650,000 －

長期借入金の返済による支出 △308,670 △302,490

その他 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 731,662 △305,102

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,275 △12,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 694,956 211,452

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 2,390,217 2,215,865
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 該当事項はありません。 

  

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） 

（単位：千円）

(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△209,393千円は、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。 

   

（追加情報） 

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。  

  

  

（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 

 

 

2,020,730

－

393,260

－

2,413,991

－

 

 

－

－

2,413,991

－

計  2,020,730 393,260 2,413,991 － 2,413,991

セグメント利益又は損失(△)  176,210 4,217 180,428  △209,393 △28,964

（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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