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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年12月31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6月期第2四半期 8,606 38.8 652 118.5 622 136.3 282 463.6
22年6月期第2四半期 6,198 △10.6 298 △28.6 263 △41.8 50 △76.5

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6月期第2四半期 45.65 ―

22年6月期第2四半期 8.10 ―

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6月期第2四半期 16,513 10,703 63.0 1,681.26
22年6月期 15,611 10,563 65.5 1,652.18

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  10,411百万円 22年6月期  10,231百万円

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6月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
23年6月期 ― 0.00

23年6月期 
（予想）

― 22.00 22.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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 16,434 20.7 1,170 62.0 1,161 66.7 544 657.8 87.89



(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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、【添付資料】２ページ「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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３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6月期2Q 6,195,000株 22年6月期  6,195,000株

② 期末自己株式数 23年6月期2Q  2,123株 22年6月期  2,092株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 6,192,902株 22年6月期2Q 6,193,091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経済は、政府の需要刺激政策の波及効果により生産の回復が続きました

が、円高の進行等により輸出の伸びが鈍化し、景気の先行きに対する不透明感が強まる中、投資、雇用環境の改善が

進まず、景気は緩やかに推移しました。  

 当社グル－プの属する電子部品、半導体業界におきましても、薄型テレビ、スマートフォン、タブレット端末向け

需要は好調に推移し、カ－エレクトロニクス関連も堅調に推移しておりますが、政府の需要刺激政策の終了や、依然

として新規開発案件に対する投資は慎重であり、先行きについては不透明な状況が続くものと思われます。  

 このような経営環境の中、当社グル－プは、環境に左右されることなく常に利益を生み出せる体質の企業へと変革

すべく、引き続き「半分・半減」をキーワードとした生産効率化、省力化を推進するとともに、グローバル体制の構

築を目標に掲げ、各取組みを推進してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は86億６百万円（前年同期比38.8％増）、営業利益６億５千２百万

円（前年同期比118.5％増）、経常利益６億２千２百万円（前年同期比136.3％増）、四半期純利益２億８千２百万円

（前年同期比463.6％増）となりました。 

 

 セグメントの状況は次のとおりであります。 

①金型 

 電子機器、自動車部品向けの金型を中心に販売してまいりました。業界は一様に回復傾向にありますが、依然とし

て金型の新規開発や更新、増設投資には慎重な傾向が続いております。また、金型に対する市場での価値観にも変化

が見られ、市場価格は下落傾向を強め、国外での安価な金型調達も増加傾向にあります。 

 その結果、売上高は８億２千７百万円、セグメント利益は８千４百万円となりました。 

②部品 

 コネクタ用部品は、薄型テレビ、スマートフォン、タブレット端末向けを中心に好調に推移しました。特に当社独

自の金型構造によるマイクロピッチコネクタ用部品が牽引し販売が拡大しました。しかしながら、足元では、急速な

市場回復による反動や円高等により減速感が強まる傾向にあります。また、カ－エレクトロニクス関係は、政府の需

要刺激政策による需要は一段落したものの堅調に推移しております。 

 その結果、売上高は67億３千３百万円、セグメント利益は９億１千５百万円となりました。 

③自動機器 

 景気回復にともない実装機関連の需要が国外中心に回復し、フィルム搬送機も国外需要向けに大口の販売を致しま

した。しかしながら、急激な需要はピークを超え、当社顧客の設備投資意欲は、景気の先行きの不透明感から再び慎

重な状況となっております。  

 その結果、売上高は９億６百万円、セグメント利益は１億２千３百万円となりました。 

④その他  

 主に組立事業を行っております。医療機器市場が堅調であることに加え、新製品の増加に向けて生産体制の整備を

図るとともに、医療機器製造業許可を取得し事業分野の拡大を図ってまいりました。 

 その結果、売上高は１億３千８百万円、セグメント利益は２千６百万円となりました。  

  

（注）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、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２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ９億１

百万円増加して165億１千３百万円となりました。負債は短期借入金の増加などにより、７億６千２百万円増加して

58億１千万円となりました。また、純資産は、利益剰余金の増加などにより、１億３千９百万円増加して107億３百

万円となりました。この結果、自己資本比率は63.0％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。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ１億２百万円増加し、６億２千３百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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   当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ－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－） 

 税金等調整前四半期純利益６億２千１百万円、減価償却費６億１千６百万円と資金が増加しましたが、売上債権の

増加６億２千５百万円と資金が減少したこと等により、当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られ

た資金は２億２千２百万円（前年同期は６億１千５百万円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果、支出した資金は６億７千６百万円（前年同期は３億１千６百

万円）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出６億５千３百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、得られた資金は５億３千２百万円（前年同期は３億７千７百

万円の支出）となりました。これは主に短期借入金の純増額10億２千万円、長期借入金の返済による支出３億７千万

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 

 当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、概ね計画通り推移しております。従いまして、現時点におきま

しては、平成22年８月11日に公表しました業績予想値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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第２四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認められ

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たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸

高を基礎とした合理的な方法により算出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 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係わる減価償却

費の額を期間按分して算定しております。  

  

  

（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。 

 これによる損益への影響はありません。  

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
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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12月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 911,243 808,863

受取手形及び売掛金 4,290,469 3,703,148

商品及び製品 69,356 57,088

仕掛品 486,813 576,907

原材料及び貯蔵品 772,943 650,619

その他 167,977 273,917

流動資産合計 6,698,803 6,070,543

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,674,323 3,618,003

機械装置及び運搬具（純額） 3,155,248 3,089,285

土地 1,233,666 1,233,666

その他（純額） 391,302 292,416

有形固定資産合計 8,454,539 8,233,372

無形固定資産 115,149 120,810

投資その他の資産   

投資有価証券 1,140,889 1,053,758

その他 104,905 133,400

貸倒引当金 △420 －

投資その他の資産合計 1,245,374 1,187,158

固定資産合計 9,815,063 9,541,341

資産合計 16,513,867 15,611,885
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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12月31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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,655,230 1,764,657

短期借入金 1,792,367 782,330

1年内返済予定の長期借入金 314,382 627,666

未払法人税等 290,549 350,097

賞与引当金 85,629 78,051

役員賞与引当金 31,020 45,000

その他 617,341 426,454

流動負債合計 4,786,520 4,074,257

固定負債   

長期借入金 69,999 57,302

退職給付引当金 617,921 597,899

役員退職慰労引当金 323,460 305,730

その他 12,409 13,076

固定負債合計 1,023,791 974,008

負債合計 5,810,311 5,048,266

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,435,300 1,435,300

資本剰余金 1,439,733 1,439,733

利益剰余金 7,174,197 7,027,721

自己株式 △1,091 △1,071

株主資本合計 10,048,139 9,901,683

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 409,818 364,788

為替換算調整勘定 △46,125 △34,670

評価・換算差額等合計 363,693 330,118

少数株主持分 291,723 331,817

純資産合計 10,703,555 10,563,619

負債純資産合計 16,513,867 15,611,885
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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７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,198,635 8,606,381

売上原価 5,339,443 7,261,035

売上総利益 859,192 1,345,346

販売費及び一般管理費 560,411 692,415

営業利益 298,781 652,930

営業外収益   

受取利息 4,339 325

受取配当金 4,257 6,443

受取賃貸料 2,733 3,720

スクラップ売却益 2,441 1,975

その他 1,750 3,993

営業外収益合計 15,522 16,459

営業外費用   

支払利息 18,174 12,665

持分法による投資損失 26,077 －

為替差損 － 34,349

その他 6,687 5

営業外費用合計 50,939 47,020

経常利益 263,363 622,369

特別利益   

固定資産売却益 447 2,370

特別利益合計 447 2,370

特別損失   

固定資産売却損 8,538 1,858

固定資産除却損 847 992

貸倒引当金繰入額 1,100 420

特別損失合計 10,486 3,271

税金等調整前四半期純利益 253,325 621,468

法人税、住民税及び事業税 148,551 293,418

法人税等調整額 5,038 24,376

法人税等合計 153,590 317,794

少数株主損益調整前四半期純利益 － 303,673

少数株主利益 49,567 20,954

四半期純利益 50,167 282,719
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（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10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,357,182 4,196,771

売上原価 2,872,490 3,545,712

売上総利益 484,692 651,059

販売費及び一般管理費 292,413 356,629

営業利益 192,279 294,429

営業外収益   

受取利息 3,947 125

受取配当金 2,878 4,441

受取賃貸料 1,372 1,776

スクラップ売却益 1,400 1,414

その他 1,030 2,758

営業外収益合計 10,628 10,516

営業外費用   

支払利息 8,779 6,034

持分法による投資損失 21,948 －

為替差損 － 31,653

その他 3,943 5

営業外費用合計 34,671 37,693

経常利益 168,235 267,252

特別利益   

固定資産売却益 250 253

特別利益合計 250 253

特別損失   

固定資産売却損 6,852 469

固定資産除却損 24 992

貸倒引当金繰入額 1,100 420

特別損失合計 7,976 1,882

税金等調整前四半期純利益 160,509 265,623

法人税、住民税及び事業税 59,537 65,200

法人税等調整額 26,829 84,284

法人税等合計 86,367 149,484

少数株主損益調整前四半期純利益 － 116,139

少数株主利益 35,784 1,820

四半期純利益 38,357 114,319
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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７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31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 253,325 621,468

減価償却費 645,139 616,635

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,100 420

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,942 7,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,614 20,021

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,970 17,730

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △13,980

受取利息及び受取配当金 △8,596 △6,769

支払利息 18,174 12,665

持分法による投資損益（△は益） 26,077 －

有形固定資産売却損益（△は益） 8,090 △512

有形固定資産除却損 847 992

売上債権の増減額（△は増加） △829,166 △625,720

たな卸資産の増減額（△は増加） △255,603 △55,676

仕入債務の増減額（△は減少） 474,692 △67,319

その他 160,506 46,795

小計 502,172 574,568

利息及び配当金の受取額 28,492 19,955

利息の支払額 △17,556 △11,996

法人税等の支払額 △29,485 △363,169

法人税等の還付額 132,053 2,674

営業活動によるキャッシュ・フロー 615,676 222,031

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 △301,376 △653,503

有形固定資産の売却による収入 12,860 8,674

投資有価証券の取得による支出 △10,588 △11,539

その他 △17,491 △20,256

投資活動によるキャッシュ・フロー △316,595 △676,626

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） 264,277 1,020,326

長期借入れによる収入 － 73,130

長期借入金の返済による支出 △498,776 △370,586

自己株式の取得による支出 △16 △19

配当金の支払額 △135,541 △135,338

少数株主への配当金の支払額 △7,840 △54,880

その他 － △451

財務活動によるキャッシュ・フロー △377,896 532,181

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,630 24,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △75,185 102,194

現金及び現金同等物の期首残高 566,803 521,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 491,618 623,903
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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２四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更等 

  前第２四半期連結累計期間 

   該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
金型 

（千円） 
コネクタ用部品

（千円） 
半導体関連装置

（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  351,892  2,769,572  235,717  3,357,182  －  3,357,182

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 26,220  －  30,589  56,809  △56,809  －

計  378,113  2,769,572  266,306  3,413,992  △56,809  3,357,182

営業利益又は営業損失(△)  △45,797  395,509  △1,163  348,548  △156,269  192,279

  
金型 

（千円） 
コネクタ用部品

（千円） 
半導体関連装置

（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  602,718  5,171,730  424,186  6,198,635  －  6,198,635

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 59,161  －  40,721  99,882  △99,882  －

計  661,879  5,171,730  464,907  6,298,518  △99,882  6,198,635

営業利益又は営業損失(△)  △65,194  660,364  9,033  604,202  △305,421  298,781

事業区分 主要製品

  金型 プレス金型、モールド金型及びパーツ等 

  コネクタ用部品 
電子部品コネクタコンタクト、自動車電装部品コネクタ、その他の電子半導体関連

プレス加工品等 

  半導体関連装置 電子部品搭載装置（チップマウンター）、半導体関連装置等 
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〔セグメント情報〕  

 １．報告セグメントの概要  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年12月31日）及び当第２四半期連結会計期間（自平成

22年10月１日 至平成22年12月31日） 

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。 

当社グループは、当社及び子会社３社（連結子会社３社）により構成され、金型、部品、自動機器の製造販売を主

たる業務としております。製品の種類や特性によって分類された事業区分に基づき、また、国内、海外の子会社を含

め、「金型」「部品」「自動機器」の３つを報告セグメントとしております。 

「金型」事業は、精密プレス金型、精密モールド金型の製造販売をしております。「部品」事業は、電子部品コネ

クタコンタクト、電子部品コネクタハウジング、自動車電装部品コネクタの製造販売をしております。「自動機器」

事業は、半導体関連装置、専用機の製造販売をしております。  
  

 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７月１日 至平成22年12月31日） 

  
当第２四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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、組立事業、賃貸事業を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額は以下のとおりであります。 
（単位：千円） 

  ※ 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及び研究開発費であります。 

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。 
  

（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。  

（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 
金型 部品 自動機器 計

売上高                 

外部顧客への売上高  827,365  6,733,425  906,646  8,467,436  138,945  8,606,381  －  8,606,381
セグメント間の内部
売上高又は振替高  107,994  －  32,685  140,679  32,399  173,078  △173,078  －

計  935,359  6,733,425  939,331  8,608,115  171,344  8,779,459  △173,078  8,606,381

セグメント利益  84,729  915,168  123,054  1,122,951  26,567  1,149,518  △496,588  652,930

（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 
金型 部品 自動機器 計

売上高                 

外部顧客への売上高  438,560  3,287,260  401,161  4,126,981  69,790  4,196,771  －  4,196,771
セグメント間の内部
売上高又は振替高  57,816  －  27,307  85,123  16,355  101,478  △101,478  －

計  496,376  3,287,260  428,468  4,212,104  86,145  4,298,249  △101,478  4,196,771

セグメント利益  59,442  429,968  38,082  527,492  9,443  536,935  △242,505  294,429

  当第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結会計期間 

セグメント間取引消去  △8,116  △1,484

全社費用※  △474,299  △245,107

棚卸資産の調整額  △1,839  12,480

その他  △12,334  △8,394

合計  △496,588  △242,505

（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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（１）【生産、受注及び販売の状況】 

 当第２四半期連結会計期間における生産、受注及び販売の状況は、次のとおりであります。 

①生産実績 

 当第２四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ます。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②受注状況 

 当第２四半期連結会計期間の受注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ます。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③販売実績 

 当第２四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。 

２．前第２四半期連結会計期間及び当第２四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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％）

金型（千円）  356,090  －

部品（千円）  3,413,454  －

自動機器（千円）   303,275  －

 報告セグメント計（千円）   4,072,820  －

その他（千円）  68,401  －

合計（千円）  4,141,222  －

セグメントの名称 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日）  

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（％）

金型  325,571  －  235,029  －

部品  3,323,225  －  853,585  －

自動機器   185,025  －  197,790  －

 報告セグメント計  3,833,822  －  1,286,404  －

その他  76,843  －  29,893  －

合計  3,910,665  －  1,316,298  －

セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％）

金型（千円）  438,560  －

部品（千円）  3,287,260  －

自動機器（千円）  401,161  －

 報告セグメント計（千円）  4,126,981  －

その他（千円）  69,790  －

合計（千円）  4,196,771  －

相手先 

前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

住友電装㈱  887,128  26.4  1,055,778  25.2

日本モレックス㈱  256,342  7.6  543,971  13.0

ＳＭＫ㈱  213,718  6.4  300,001  7.1
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