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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4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3月期第3四半期 6,831 28.8 638 196.3 641 179.8 375 192.4
22年3月期第3四半期 5,304 △9.1 215 77.8 229 66.4 128 ―

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3四半期 25.43 ―
22年3月期第3四半期 8.69 ―

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3四半期 11,785 8,385 71.1 567.42
22年3月期 11,023 8,097 73.5 547.84

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,385百万円 22年3月期  8,097百万円

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 ― 2.00 ― 4.00 6.00
23年3月期 ― 2.00 ―
23年3月期 

（予想）
4.00 6.00

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 8,500 18.4 680 91.7 690 93.5 350 80.9 23.68



(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報告書の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報告書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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
四半期決算短信［添付資料］P.2「（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】P.3「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3Q 15,486,000株 22年3月期  15,486,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  708,466株 22年3月期  705,695株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 14,778,609株 22年3月期3Q  14,780,741株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調が続く新興国向けの輸出や、大手企業の業績回復効果に

もかかわらず、政治の混迷でデフレや雇用への有効な対策が打てず個人消費が低迷する厳しい状況で推移いたしま

した。  

 当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、輸出や設備需要に加え、エコポイント制度の変

更に伴う駆け込み需要で堅調だったものの、欧米経済の不安定さが拭えず、先行き不透明な状況が続いておりま

す。 

 このような状況の下、当社グループは、市場の深耕に努め受注活動を活発化させるとともに、コストの削減と経

営全般にわたる合理化を進めてまいりました。一方で、シリアルＡＴＡハードディスク用フローティングコネクタ

や完全水平接続が可能となるライトアングルタイプの0.635mmピッチ２ピースコネクタ等を開発いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は68億31百万円（前年同期比28.8％増）、利益面につきまして

は営業利益６億38百万円（同196.3％増）、経常利益６億41百万円（同179.8％増）、四半期純利益３億75百万円

（同192.4％増）となりました。 

  

（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３四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ７億62百万円増加し、117億85百万円

となりました。これは、投資有価証券の減少額１億72百万円があったものの、受取手形及び売掛金の増加額６億

36百万円並びに現金及び預金の増加額３億７百万円があったこと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億74百万円増加し、34億円となりました。これは、未払法人

税等の増加額２億56百万円、支払手形及び買掛金の増加額１億49百万円等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億87百万円増加し、83億85百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末に比べ、2.3ポイント下降し、71.1％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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、前連結会計年度末に比

べ３億７百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末には18億13百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）    

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は７億16百万円（前年同期は４億82百万円の

獲得）となりました。これは、売上債権の増加額６億37百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益の計

上６億60百万円、減価償却費の計上５億21百万円及び仕入債務の増加額１億89百万円があったこと等によるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）    

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は１億95百万円（前年同期は２億44百万円の

使用）となりました。これは、投資有価証券の売却による収入２億69百万円があったものの、有形固定資産の取

得による支出額４億20百万円があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）    

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は２億10百万円（前年同期は１億62百万円の

使用）となりました。これは、短期借入金の減少額１億円及び配当金の支払額86百万円があったこと等によるも

のであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期の業績につきましては、概ね計画どおりに推移しております。従いまして、現時点におきまして

は、平成22年11月１日に公表しました業績予想値に変更はありません。 

  

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 

 ①たな卸資産の評価方法  

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末決

算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定しております。 

 ②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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場合に、前連結会計年度決

算において算定した貸倒実績率の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ①会計処理の原則・手続きの変更   

  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。 

 なお、これによる営業利益及び経常利益に与える影響は軽微でありますが、過年度分に係る費用負担額を特別

損失として計上した結果、税金等調整前四半期純利益は、1,676千円減少しております。また、当会計基準等の

適用開始による資産除去債務の変動額は、2,307千円であります。 

 ②表示方法の変更 

  四半期連結損益計算書  

 「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３四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。 

  

  

  

  

  

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３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,813,866 1,506,627

受取手形及び売掛金 3,823,193 3,186,490

商品及び製品 351,866 348,132

仕掛品 31,401 22,281

原材料及び貯蔵品 498,835 425,281

その他 315,944 294,390

貸倒引当金 △3,964 △3,339

流動資産合計 6,831,144 5,779,863

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,030,032 1,092,617

機械装置及び運搬具（純額） 1,261,014 1,276,389

工具、器具及び備品（純額） 248,813 290,424

土地 715,394 730,774

建設仮勘定 22,013 －

有形固定資産合計 3,277,268 3,390,206

無形固定資産 57,089 53,216

投資その他の資産   

投資有価証券 475,614 647,678

その他 1,144,648 1,152,471

投資その他の資産合計 1,620,262 1,800,150

固定資産合計 4,954,620 5,243,572

資産合計 11,785,764 11,023,436

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,501,914 1,352,600

短期借入金 450,000 550,000

1年内償還予定の社債 36,000 36,000

未払法人税等 294,979 38,182

賞与引当金 158,436 178,396

役員賞与引当金 20,000 －

その他 390,460 224,103

流動負債合計 2,851,791 2,379,282

固定負債   

社債 246,000 264,000

退職給付引当金 220,591 202,871

その他 82,306 79,978

固定負債合計 548,898 546,850

負債合計 3,400,689 2,926,133



（単位：千円）

当第３四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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,617,000 1,617,000

資本剰余金 1,440,058 1,440,058

利益剰余金 5,468,920 5,181,658

自己株式 △165,418 △164,583

株主資本合計 8,360,560 8,074,132

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,339 30,088

為替換算調整勘定 △8,824 △6,917

評価・換算差額等合計 24,514 23,170

純資産合計 8,385,074 8,097,303

負債純資産合計 11,785,764 11,023,436



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,304,047 6,831,884

売上原価 4,074,327 5,040,163

売上総利益 1,229,720 1,791,720

販売費及び一般管理費 1,014,369 1,153,611

営業利益 215,350 638,108

営業外収益   

受取利息 1,247 705

受取配当金 15,420 16,145

助成金収入 8,179 －

その他 8,319 6,160

営業外収益合計 33,168 23,012

営業外費用   

支払利息 7,431 5,475

支払手数料 5,303 5,321

為替差損 6,310 8,885

その他 216 2

営業外費用合計 19,262 19,684

経常利益 229,256 641,436

特別利益   

固定資産売却益 － 1,261

投資有価証券売却益 － 103,697

特別利益合計 － 104,959

特別損失   

固定資産除却損 2,050 6,538

減損損失 － 15,010

投資有価証券売却損 － 62,512

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,568

関係会社株式評価損 3,066 －

特別損失合計 5,116 85,629

税金等調整前四半期純利益 224,139 660,765

法人税、住民税及び事業税 7,922 303,756

法人税等調整額 87,652 △18,929

法人税等合計 95,574 284,826

少数株主損益調整前四半期純利益 － 375,939

四半期純利益 128,565 375,939



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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 224,139 660,765

減価償却費 477,891 521,145

減損損失 － 15,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） 683 624

賞与引当金の増減額（△は減少） 54,973 △19,942

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,334 17,719

受取利息及び受取配当金 △16,668 △16,851

支払利息 7,431 5,475

支払手数料 5,303 5,321

為替差損益（△は益） 279 2,126

固定資産売却損益（△は益） － △1,261

固定資産除却損 2,050 6,538

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,568

投資有価証券売却損益（△は益） － △41,185

関係会社株式評価損 3,066 －

売上債権の増減額（△は増加） △626,047 △637,633

たな卸資産の増減額（△は増加） △201,105 △87,204

仕入債務の増減額（△は減少） 493,194 189,159

その他 △15,453 112,033

小計 426,071 753,410

利息及び配当金の受取額 16,516 17,217

利息の支払額 △5,466 △4,560

法人税等の還付額 46,665 －

法人税等の支払額 △1,073 △49,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 482,713 716,520

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 △219,071 △420,309

有形固定資産の売却による収入 － 11,426

投資有価証券の取得による支出 △21,088 △50,489

投資有価証券の売却による収入 － 269,183

関係会社出資金の払込による支出 △15,000 －

関係会社の整理による収入 7,516 －

貸付金の回収による収入 4,927 10,608

保険積立金の積立による支出 △35,258 △4,655

保険積立金の払戻による収入 35,279 －

その他 △1,350 △11,592

投資活動によるキャッシュ・フロー △244,045 △195,828



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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） △100,000 △100,000

社債の償還による支出 － △18,000

自己株式の取得による支出 △164 △834

配当金の支払額 △57,021 △86,092

その他 △5,303 △5,321

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,489 △210,248

現金及び現金同等物に係る換算差額 451 △3,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76,629 307,239

現金及び現金同等物の期首残高 1,194,422 1,506,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,271,051 1,813,866



 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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

 当社グループは、コネクタの専門メーカーとして、同一のセグメントに属するコネクタの製造・販売を行って

おり、当該事業以外の事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４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額に占める割合が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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

〔セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているため、記

載を省略しております。 

  

 （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）セグメント情報等

（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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