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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 3,212 △15.6 △113 ― △203 ― △218 ―

22年3月期第3四半期 3,805 △32.7 △347 ― △304 ― △331 ―

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 △6.28 ―

22年3月期第3四半期 △16.10 ―

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3月期第3四半期 2,034 679 33.4 19.29
22年3月期 3,055 905 29.6 27.40

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  679百万円 22年3月期  903百万円

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
23年3月期 ― ― ―

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 3,971 △20.7 △246 ― △336 ― △366 ― △10.39



(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ますが、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完了しております。 

※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、添付資料の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】P.3「その他」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  35,228,473株 22年3月期  32,978,471株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  18,933株 22年3月期  18,156株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  34,785,237株 22年3月期3Q  20,619,997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当連結グループを取り巻く環境は、エコポイントによる需要の盛り上がりが

ありましたが、急激な円高進行や価格低下に対応するために、更なる海外への生産移管、EMSメーカーへの生産委

託、使用部品の台湾・中国製への切り替えが予想以上のスピードで進む等厳しい状況で推移しました。 

 このような状況において、当連結グループは前年よりも売上高の落ち込みが大きく、前期より実行しております

変動費、固定費の削減をはじめとする原価低減の効果が相殺されてしまいました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高32億12百万円（前年同四半期比15.6％減）、営業損失１億13百

万円（前年同四半期は営業損失３億47百万円）、経常損失２億３百万円（前年同四半期は経常損失３億４百万

円）、四半期純損失２億18百万円（前年同四半期は四半期純損失３億31百万円）となりました。 
  
セグメント別の状況は、以下のとおりです。  

 日本においては、海外客先の生産調整により、デジタルコネクタの受注・販売の落ち込み及び急激な販売価格低

下に加え、プレス部品の原材料価格高騰等の影響で大きな営業赤字となりました。この結果、売上高22億18百万

円、生産高22億13百万円、受注残高４億46百万円、営業損失２億38百万円となりました。 

 東南アジアにおいては、シンガポールの販売子会社の閉鎖に伴う影響で、売上及び受注は大きく減少しました。

しかしながらインドネシアの製造会社において、従来より進めております経営計画に基づくコスト削減が効果を発

揮し、黒字で終了しました。この結果、売上高１億51百万円、生産高１億11百万円、営業利益17百万円となりまし

た。 

 東アジアにおいても、生産調整によりデジタルコネクタの受注・販売は減少しましたが、シンガポールの販売子

会社の閉鎖に伴う売上の移管と、経営計画に基づくコスト削減の効果により、黒字で終了しました。この結果、売

上高８億42百万円、生産高９億１百万円、受注残高74百万円、営業利益１億12百万円となりました。   

  

（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 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産残高は14億39百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億19

百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の減少と売上高の落ち込みにより、売掛金が減少したことに

よります。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産残高は５億94百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億１

百万円の減少となりました。これは主に連結子会社であった株式会社ハリーズの売却により有形固定資産とのれ

ん、並びに新潟事業所を売却したこと及び減損損失の計上により有形固定資産が減少したことによります。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債残高は７億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億32

百万円の減少となりました。これは主に連結子会社であった株式会社ハリーズを売却したことによる買掛金、短期

借入金、割賦未払金の減少、売上げの下落に伴い仕入れを抑えたことによる買掛金の減少、未払法人税の納付で減

少したことによります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債残高は６億36百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億61

百万円の減少となりました。これは主に連結子会社であった株式会社ハリーズを売却したことによる長期借入金と

長期割賦未払金の減少、未払いとなっていた退任取締役への役員退職慰労金の一部支払いに伴う役員退職慰労引当

金取り崩し及び新潟事業所閉鎖による退職金の支払いに伴う退職給付引当金取り崩しで減少したことによります。

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産残高は６億79百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億26百

万円の減少となりました。これは主に損失を計上したことによります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は３億46百万円となりました。 

当第３四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）  

 当第３四半期連結累計期間における、営業活動によるキャッシュ・フローは、１億24百万円の減少（前年同四半

期は１億60百万円の減少）となりました。これは主に、営業利益で大幅な損失を計上したことによります。 

（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、投資活動によるキャッシュ・フローは、１億16百万円の増加（前年同四半

期は１億11百万円の減少）となりました。これは主に、連結子会社であった株式会社ハリーズを売却したことによ

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、財務活動によるキャッシュ・フローは、72百万円の減少（前年同四半期は

３億２百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金を返済したことによります。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向を踏まえ平成23年３月期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。詳細は、平成23

年２月10日に公表いたしました「業績予想の修正及び減損損失の発生並びに為替差損の計上に関するお知らせ」を

ご参照ください。  

  

（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棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高 

を基礎として合理的な方法により算定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 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ 

っております。 

③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 

 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ 

ております。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタッ 

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

２．その他の情報



（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。 

 これによる損益に与える影響及び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軽微であります。 

②「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「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）、「「研究開発費等に係る会計基

準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月

26日）を適用しております。  

③表示方法の変更 

 （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損失」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 

当連結グループは平成22年６月29日以降からの新体制のもと、経営再建に向けて更なる活動をしてまいりまし

た。 

当連結グループは新体制のもと経営再建に向けた更なる活動の結果、原価及び経費削減の効果により損失幅が改

善され、徐々にではありますが赤字体質からの脱却が図られておりましたが、当第３四半期以降から来期において

受注が減少する見込みとなり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当該重要事象等を解消するために生産活動、販売活動、管理面、資金面において構造改善のための以下の施策を

今後も徹底した継続実行をしてまいりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

（生産活動） 

海外生産拠点にプレス機械を移管し、設備の稼働率を上げて徹底的に内部付加価値を 大化させて 適地生

産、現調化、一貫生産体制の構築を行い、リードタイムの短縮と適正在庫への取り組みを継続しております。 

（販売活動） 

海外販売子会社を集約し、営業活動に必要な人員を集約することによって販売体制の強化をして手薄になって

いた顧客及び既存製品の需要の掘り起こしを行うとともに、新たな内部接続コネクタの開発・販売及びマーケテ

ィングの強化を図っております。 

（管理面） 

新体制による組織のスリム化、徹底追及による予算収支の厳守、管理職以上の報酬・給与の減額を実施してお

ります。 

また、販売規模に応じた体制の構築として固定費の見直し等を行い、組織の明確化、必要な部署への必要な人

員配置による効率化を図ります。 

（資金面） 

このような構造改革を行うための必要資金および運転資金については、現在外部調達を含め検討中でありま

す。 

今後も当連結グループ一丸となり、経営の安定化と黒字化を鋭意進めてまいります。  



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 346,507 419,496

受取手形及び売掛金 599,568 874,876

商品及び製品 233,368 222,804

仕掛品 59,684 91,446

原材料及び貯蔵品 139,121 166,472

その他 61,743 90,281

貸倒引当金 △50 △6,425

流動資産合計 1,439,944 1,858,953

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 53,464 98,903

機械装置及び運搬具（純額） 80,947 285,691

工具、器具及び備品（純額） 121,448 209,076

土地 193,294 292,119

建設仮勘定 69,721 14,842

有形固定資産合計 518,875 900,634

無形固定資産   

のれん － 175,890

その他 5,097 8,046

無形固定資産合計 5,097 183,936

投資その他の資産   

投資有価証券 11,353 12,335

その他 59,307 99,568

投資その他の資産合計 70,660 111,904

固定資産合計 594,633 1,196,475

資産合計 2,034,577 3,055,428



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 435,831 646,333

1年内返済予定の長期借入金 40,404 57,476

転換社債型新株予約権付社債 － 27,000

未払法人税等 5,345 59,470

製品保証引当金 － 3,202

事業構造改善引当金 119,125 126,446

その他 118,063 231,621

流動負債合計 718,768 1,151,550

固定負債   

長期借入金 179,590 386,471

長期割賦未払金 － 104,609

繰延税金負債 18,596 18,596

退職給付引当金 240,046 273,703

役員退職慰労引当金 187,062 215,118

その他 11,334 70

固定負債合計 636,630 998,570

負債合計 1,355,399 2,150,120

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,232,480 1,218,980

資本剰余金 1,020,072 1,006,572

利益剰余金 △1,438,775 △1,216,165

自己株式 △3,390 △3,377

株主資本合計 810,385 1,006,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,086 1,000

為替換算調整勘定 △130,120 △103,741

評価・換算差額等合計 △131,207 △102,741

新株予約権 － 2,040

純資産合計 679,178 905,308

負債純資産合計 2,034,577 3,055,428



（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 3,805,953 3,212,317

売上原価 3,246,238 2,580,404

売上総利益 559,715 631,913

販売費及び一般管理費 907,681 745,807

営業損失（△） △347,966 △113,893

営業外収益   

受取利息 727 468

受取配当金 229 260

受取賃貸料 6,669 5,861

為替差益 15,874 －

助成金収入 26,066 －

その他 7,954 6,193

営業外収益合計 57,521 12,783

営業外費用   

支払利息 11,826 7,080

為替差損 － 91,459

その他 2,138 4,124

営業外費用合計 13,965 102,664

経常損失（△） △304,410 △203,774

特別利益   

前期損益修正益 4,483 1,770

固定資産売却益 11,202 482

関係会社株式売却益 － 100,786

ゴルフ会員権売却益 － 1,269

貸倒引当金戻入額 － 6,375

製品保証引当金戻入額 28 312

新株予約権戻入益 － 2,040

役員退職慰労引当金戻入額 － 19,829

特別利益合計 15,714 132,866

特別損失   

前期損益修正損 18,746 7,349

減損損失 － 139,821

固定資産除売却損 656 14,026

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,140

借入金期日前返済違約金 － 1,547

特別退職金 1,715 －

貸倒損失 － 7,138

その他 － 128

特別損失合計 21,118 171,152

税金等調整前四半期純損失（△） △309,814 △242,060



（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) 

法人税、住民税及び事業税 14,693 3,130

過年度法人税等 15,648 －

過年度法人税等戻入額 － △26,617

法人税等合計 30,341 △23,486

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △218,573

少数株主損失（△） △8,181 －

四半期純損失（△） △331,974 △218,573



（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損失（△） △309,814 △242,060

減価償却費 125,096 118,074

減損損失 － 139,821

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,178 △30,074

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △28,056

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,245 △2,438

のれん償却額 3,058 1,529

貸倒引当金の増減額（△は減少） 264 △6,375

受取利息及び受取配当金 △956 △728

支払利息 11,826 7,080

助成金収入 △26,066 －

為替差損益（△は益） 1,564 15,007

固定資産売却損益（△は益） △10,545 7,787

固定資産除却損 － 5,756

関係会社株式売却損益（△は益） － △100,786

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △1,269

前期損益修正損益（△は益） 14,263 5,578

新株予約権戻入益 － △2,040

借入金期日前返済違約金 － 1,547

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △83,794 4,855

売上債権の増減額（△は増加） △38,883 239,629

たな卸資産の増減額（△は増加） 229,230 3,134

仕入債務の増減額（△は減少） △75,310 △187,953

未払又は未収消費税等の増減額 22,529 9,159

その他 7,657 △50,244

小計 △160,303 △93,064

利息及び配当金の受取額 951 716

利息の支払額 △16,902 △6,919

法人税等の支払額 △19,539 △4,740

法人税等の還付額 24,816 1,283

過年度法人税等の支払額 △15,648 △21,647

助成金の受取額 26,066 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △160,558 △124,372



（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) 

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 △24,729 3,563

定期預金の払戻による収入 79,235 －

有形固定資産の取得による支出 △176,549 △163,038

有形固定資産の売却による収入 99,842 89,228

投資有価証券の取得による支出 △1,054 △1,103

無形固定資産の取得による支出 △126 －

長期前払費用の取得による支出 △6,930 －

ゴルフ会員権の売却による収入 － 4,684

差入保証金の差入による支出 △7,754 △688

差入保証金の回収による収入 1,858 1,548

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△75,181 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 187,170

貸付けによる支出 △40,000 △4,600

貸付金の回収による収入 40,000 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,390 116,805

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） △158,797 －

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △17,524 △68,764

リース債務の返済による支出 △14,379 △1

割賦債務の返済による支出 △4,181 △2,090

株式の発行による収入 292,000 －

新株予約権の発行による収入 5,000 －

借入金期日前返済違約金 － △1,547

自己株式の取得による支出 △52 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 302,066 △72,416

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,047 10,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,070 △69,290

現金及び現金同等物の期首残高 476,028 415,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 484,099 346,507



 当連結グループは現在、長年の赤字体質からの脱却のため経営構造強化の施策に取り組んでおり、経営再建に向

けて更なる活動をしてまいりました。 

 第２四半期連結累計期間までは売上高は前年を下回っておりますが、原価及び経費削減の効果により前年に比し

て損失幅が改善され、利益を確保してまいりました。 

 しかしながら、不透明な経済環境の下、主要顧客の生産調整の影響でデジタルコネクタの受注・販売と販売価格

の急激な下落、並びに既存品におきましても同様の下落に伴い、第３四半期および以降の業績が著しく落ち込むこ

とが見込まれます。 

 平成23年３月期第３四半期連結累計期間においては、２億18百万円の純損失を計上し、平成23年３月期では、３

億66百万円の純損失を計上することが予測され、収益改善のために克服すべき課題が多く残っており、手元資金も

厚くなっていないことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当連結グループは、当該重要事象等を解消するために生産活動、販売活動、管理面、資金面において構造改善の

ための以下の施策を継続実行しております。 

（生産活動） 

 海外生産拠点にプレス機械を移管し、設備の稼働率を上げて徹底的に内部付加価値を 大化させて 適地生産、

現調化、一貫生産体制の構築を行い、リードタイムの短縮と適正在庫への取り組みを継続しております。 

（販売活動） 

 海外販売子会社を集約し、営業活動に必要な人員を集約することによって販売体制の強化をして手薄になってい

た顧客及び既存製品の需要の掘り起こしを行うとともに、新たな内部接続コネクタの開発・販売及びマーケティン

グの強化を図っております。 

（管理面） 

 新体制による組織のスリム化、徹底追及による予算収支の厳守、管理職以上の報酬・給与の減額を実施しており

ます。 

 また、販売規模に応じた体制の構築として固定費の見直し等を行い、組織の明確化、必要な部署への必要な人員

配置による効率化を図ります。 

（資金面） 

 このような構造改革を行うための必要資金および運転資金については、現在外部調達を含め検討中であります。 

 これらの対応策を進めている途上ではありますが、業績への貢献は来期以降であり、今後の消費や経済動向に左

右される要因が大きいこと、また経営構造強化のための資金調達については不確定要素が強いことから現時点では

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

（４）継続企業の前提に関する注記



  

〔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） 

（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．当連結グループは、従来、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当第３四半期連結累

計期間において、株式会社ハリーズを新たに連結の範囲に含めたことに伴い、従来の事業を「電子機器用部品

事業」セグメントとし、株式会社ハリーズの連結化に伴い新たに加わる事業を「消費財製造装置事業」セグメ

ントとして、事業の種類別セグメント情報を記載しております。 

  

〔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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア 

(2）東アジア…………香港、中国 

(3）北米………………米国 

（５）セグメント情報

  
電子機器用
部品事業 
（千円） 

消費財製造
装置事業 
（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  3,801,737  4,216  3,805,953  －  3,805,953

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

  計  3,801,737  4,216  3,805,953    －  3,805,953

 営業損失（△）  △317,860  △30,106  △347,966  －  △347,966

事業区分 主要製品

電子機器用部品事業  ＲＦ回路ユニット・コネクター・ピンジャック・精密プレス・デジタルコネクター等 

消費財製造装置事業  
吸水性シートパイロット製造装置・自社ＲＦＩＤインレイ製造販売・ＫＴＦテンションコ

ントロール装置等 

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

東アジア
（千円） 

北米
（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 
 2,274,925  756,184  774,843  －  3,805,953  －  3,805,953

(2）セグメント間

の内部売上高 
 1,057,194  1,015,004  766,099  －  2,838,299 (2,838,299)  －

計  3,332,120  1,771,189  1,540,943  －  6,644,252 (2,838,299)  3,805,953

営業利益又は営

業損失（△） 
 104,190  △290,374  96,838  △21  △89,367 (258,598)  △347,966



  

〔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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………マレーシア、シンガポール、インドネシア等 

(2）東アジア…………香港、韓国、台湾、中国等 

(3）その他の地域……英国、米国、メキシコ、ブラジル、フランス等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４．前第３四半期連結累計期間において「北米」は「その他の地域」に含めておりましたが、当第３四半期連結

累計期間において、当該地域の売上高の金額が、連結売上高の金額の10％を超えたため区分掲記しておりま

す。なお、前第３四半期連結累計期間の「北米」は547,872千円（9.7％）であります。 

  

項目 東南アジア 東アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  669,147  1,156,130  426,111  104,010  2,355,399

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  3,805,953

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 17.6  30.4  11.2  2.7  61.9



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 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、意思決定機関におい

て、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。 

 当社は、主に電子機器用部品を製造・販売しており、国内においては当社が、海外においては中国及び香港、も

しくはシンガポール及びインドネシアの子会社で製造・販売を行っております。各地域で製造・販売する製品につ

いては、地域特性を活かした包括的な戦略を立案し、これに基づき事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「東南

アジア」、「東アジア」の３つを報告セグメントとしております。  

  

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） 

（単位：千円）

(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、第１四半期連結累計期間にお

いて子会社株式の売却を行った消費財製造装置事業を含んでおります。 

  ２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額14,401千円はセグメント間取引消去であります。 

  ３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行ってお

ります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「日本」セグメントにおいて、業績の著しい悪化を受け、収益性の低下している固定資産に減損の兆候が認め

られることから、回収可能性を検討した結果、当該固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間に

おいては139,821千円であります。 

   

（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。 

  

 当社は、第１四半期連結会計期間において、転換社債型新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞ

れ13,500千円増加しております。その結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,232,480千円、資本

準備金が1,020,072千円となっております。 

  

  

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 

日本 
東南アジ

ア 
東アジア 計

売上高                 

外部顧客への

売上高 
2,218,097  151,316 842,564 3,211,977 339  3,212,317 － 3,212,317

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

778,828  888,126 1,066,128 2,733,083 －  2,733,083  △2,733,083 －

計 2,996,925  1,039,443 1,908,692 5,945,061 339  5,945,401  △2,733,083 3,212,317

セグメント利益

又はセグメント

損失（△） 

 △238,557  17,946 112,303 △108,308 △19,986  △128,294  14,401 △113,893

（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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