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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3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3四半期 12,452 28.0 868 73.8 815 72.7 353 ―

22年6月期第3四半期 9,728 11.5 499 ― 472 240.9 26 ―

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3四半期 57.08 ―

22年6月期第3四半期 4.36 ―

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3四半期 15,866 10,720 65.7 1,682.66
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3四半期  10,420百万円 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3Q 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3Q  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3Q 6,192,894株 22年6月期3Q 6,193,084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、一時立ち直りの兆しが見え、緩やかな回復基調となったものの

円高の進行により足踏み状態が続きました。また、本年３月11日に発生した東日本大震災は電力供給や物流網等の社

会インフラに深刻な打撃をあたえ、今後のわが国経済にも多大な影響を及ぼすものと予想されます。   

 当社グループの属する電子部品、半導体業界におきましても、当第３四半期連結会計期間においては、スマートフ

ォン向け需要は好調に推移し、カーエレクトロニクス関連も堅調に推移いたしましたが、東日本大震災の発生以降、

市場動向の先行きについては不透明な状況にあります。 

 このような経営環境の中、当社グループは、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３四半期連結累計期間の売上高は124億５千２百万円（前年同期比28.0％増）、営業利益８億６千

８百万円（前年同期比73.8％増）、経常利益８億１千５百万円（前年同期比72.7％増）となりました。四半期純利益

は３億５千３百万円（前年同期は２千６百万円の四半期純利益）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。また、大学研究機関や企業の研究用金型など、

他分野への展開も積極的に取り組んでまいりました。しかしながら、依然として金型事業を取り巻く環境は厳しく、

国外での安価な金型調達、市場価格の下落が続いております。   

 その結果、売上高は９億８千７百万円、セグメント利益は１億１千７百万円となりました。 

②部品 

 コネクタ用部品は、第２四半期連結会計期間において、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

傾向にありましたが、当第３四半期連結会計期間においては、上昇基調となり、特にスマートフォン向けなどのマイ

クロピッチコネクタ用部品が好調に推移いたしました。また、カーエレクトロニクス関連においては、季節的変動要

因による減少が見られたものの堅調に推移いたしました。しかしながら、今後の市場動向は、東日本大震災の影響な

どにより不透明な状況にあります。  

 その結果、売上高は101億５千万円、セグメント利益は12億６千６百万円となりました。 

③自動機器 

 リフロー炉、ディスペンサーなどの実装機関連が上昇基調となりました。また、自動車関連装置への取り組みも積

極的に行ってまいりました。しかしながら、専用機関連は半導体関連装置を含め、厳しい状況となりました。 

 その結果、売上高は10億７千６百万円、セグメント利益は１億５千１百万円となりました。 

④その他  

 医療機器組立事業においては、医療機器製造業許可を取得した結果、新製品が立ち上がりはじめております。ま

た、今後の増産に向けての準備を進めてまいりました。 

 その結果、売上高は２億３千７百万円、セグメント利益は４千７百万円となりました。  

  

（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３四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２億５

千４百万円増加して158億６千６百万円となりました。負債は短期借入金の増加、１年以内返済の長期借入金の減少

などにより、９千７百万円増加して51億４千５百万円となりました。また、純資産は、利益剰余金の増加などによ

り、１億５千７百万円増加して107億２千万円となりました。この結果、自己資本比率は65.7％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キャッシュ・フローの状況 

  当第３四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８千９百万円増加し、６億１千万円となりました。 

 

 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） 

 税金等調整前四半期純利益８億５百万円、減価償却費９億７千７百万円と資金が増加しましたが、売上債権の増加

１億７千１百万円、仕入債務の減少１億８千６百万円と資金が減少したこと等により、当第３四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10億４千１百万円（前年同期は７億８千６百万円）となりました。 

 （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いて投資活動の結果、支出した資金は10億５千７百万円（前年同期は１億２百万

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10億１千６百万円によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四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８千６百万円（前年同期は７億２千９百万円

の支出）となりました。これは主に短期借入金の純増額７億２千８百万円、長期借入金の返済による支出５億２千４

百万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３四半期連結累計期間の業績につきましては、概ね計画どお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３四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３四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。 

  

（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３四半期連結会計期間末
(平成23年３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 898,201 808,863

受取手形及び売掛金 3,832,221 3,703,148

商品及び製品 91,195 57,088

仕掛品 511,756 576,907

原材料及び貯蔵品 715,519 650,619

その他 260,744 273,917

流動資産合計 6,309,638 6,070,543

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,604,883 3,618,003

機械装置及び運搬具（純額） 3,077,209 3,089,285

土地 1,233,666 1,233,666

その他（純額） 344,682 292,416

有形固定資産合計 8,260,442 8,233,372

無形固定資産 115,260 120,810

投資その他の資産   

投資有価証券 1,043,628 1,053,758

その他 138,096 133,400

貸倒引当金 △420 －

投資その他の資産合計 1,181,304 1,187,158

固定資産合計 9,557,007 9,541,341

資産合計 15,866,646 15,611,885



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３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 1,530,288 1,764,657

短期借入金 1,484,503 782,330

1年内返済予定の長期借入金 160,084 627,666

未払法人税等 271,228 350,097

賞与引当金 228,726 78,051

役員賞与引当金 46,520 45,000

その他 401,380 426,454

流動負債合計 4,122,732 4,074,257

固定負債   

長期借入金 69,964 57,302

退職給付引当金 620,920 597,899

役員退職慰労引当金 332,240 305,730

その他 － 13,076

固定負債合計 1,023,125 974,008

負債合計 5,145,858 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 7,244,981 7,027,721

自己株式 △1,091 △1,071

株主資本合計 10,118,923 9,901,683

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 349,258 364,788

為替換算調整勘定 △47,676 △34,670

評価・換算差額等合計 301,582 330,118

少数株主持分 300,282 331,817

純資産合計 10,720,787 10,563,619

負債純資産合計 15,866,646 15,611,885



（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７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 9,728,095 12,452,670

売上原価 8,399,924 10,554,156

売上総利益 1,328,170 1,898,513

販売費及び一般管理費 828,587 1,030,037

営業利益 499,582 868,476

営業外収益   

受取利息 4,527 397

受取配当金 4,308 6,709

受取賃貸料 4,166 4,708

スクラップ売却益 3,791 3,347

その他 7,624 5,062

営業外収益合計 24,418 20,224

営業外費用   

支払利息 25,815 18,990

持分法による投資損失 26,077 －

為替差損 － 54,317

その他 61 1

営業外費用合計 51,954 73,310

経常利益 472,047 815,390

特別利益   

固定資産売却益 449 2,372

特別利益合計 449 2,372

特別損失   

固定資産売却損 8,538 3,131

固定資産除却損 860 1,497

会員権評価損 － 6,900

関係会社整理損 112,744 －

貸倒引当金繰入額 1,100 420

特別損失合計 123,243 11,948

税金等調整前四半期純利益 349,253 805,814

法人税、住民税及び事業税 277,838 455,180

法人税等調整額 △30,910 △33,217

法人税等合計 246,928 421,963

少数株主損益調整前四半期純利益 － 383,851

少数株主利益 75,333 30,348

四半期純利益 26,991 353,503



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,529,459 3,846,288

売上原価 3,060,481 3,293,121

売上総利益 468,977 553,167

販売費及び一般管理費 268,175 337,621

営業利益 200,801 215,546

営業外収益   

受取利息 188 71

受取配当金 50 265

受取賃貸料 1,432 987

スクラップ売却益 1,350 1,371

その他 12,558 1,072

営業外収益合計 15,581 3,768

営業外費用   

支払利息 7,641 6,324

為替差損 － 19,968

その他 58 －

営業外費用合計 7,699 26,293

経常利益 208,683 193,021

特別利益   

固定資産売却益 2 2

特別利益合計 2 2

特別損失   

固定資産売却損 － 1,272

固定資産除却損 13 504

会員権評価損 － 6,900

関係会社整理損 112,744 －

特別損失合計 112,757 8,677

税金等調整前四半期純利益 95,927 184,346

法人税、住民税及び事業税 129,286 161,762

法人税等調整額 △35,949 △57,593

法人税等合計 93,337 104,168

少数株主損益調整前四半期純利益 － 80,177

少数株主利益 25,765 9,393

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,175 70,784



（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７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３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 349,253 805,814

減価償却費 990,553 977,442

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） 147,840 150,837

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,208 23,020

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,220 26,510

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,520

受取利息及び受取配当金 △8,836 △7,106

支払利息 25,815 18,990

関係会社整理損 112,744 －

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） 8,088 758

有形固定資産除却損 860 1,497

会員権評価損 － 6,900

売上債権の増減額（△は増加） △1,004,118 △171,523

たな卸資産の増減額（△は増加） △282,107 △47,726

仕入債務の増減額（△は減少） 533,529 △186,974

その他 △190,903 △14,098

小計 707,885 1,586,283

利息及び配当金の受取額 28,458 20,340

利息の支払額 △24,686 △18,877

法人税等の支払額 △56,801 △548,991

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 786,910 1,041,429

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 △462,125 △1,016,813

有形固定資産の売却による収入 12,865 9,542

投資有価証券の取得による支出 △14,800 △15,940

関係会社の整理による収入 380,197 －

その他 △18,921 △33,826

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,784 △1,057,036

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） 93,017 728,749

長期借入れによる収入 25,086 73,150

長期借入金の返済による支出 △703,784 △524,884

自己株式の取得による支出 △16 △19

配当金の支払額 △135,756 △135,614

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 △729,292 86,049

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,273 18,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,440 89,080

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 517,363 610,789



 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３四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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３四半期連結累計期間 

   該当事項はありません。 

   〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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３四半期連結会計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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  343,205  2,916,091  270,162  3,529,459  －  3,529,459

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 31,089  －  27,362  58,451  △58,451  －

計  374,294  2,916,091  297,524  3,587,910  △58,451  3,529,459

営業利益又は営業損失(△)  △33,572  338,622  27,576  332,626  △131,824  200,801

  
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  945,924  8,087,821  694,349  9,728,095  －  9,728,095

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 90,250  －  68,083  158,333  △158,333  －

計  1,036,174  8,087,821  762,432  9,886,428  △158,333  9,728,095

営業利益又は営業損失(△)  △98,767  998,986  36,609  936,829  △437,246  499,582

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 



〔セグメント情報〕  

 １．報告セグメントの概要  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成23年３月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自平成

23年１月１日 至平成23年３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３四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成23年３月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成23年１月１日 至平成23年３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  987,135  10,150,757  1,076,930  12,214,823  237,847  12,452,670  －  12,452,670
セグメント間の内部
売上高又は振替高  333,357  △281,498  153,750  205,610  49,857  255,467  △255,467  －

計  1,320,493  9,869,259  1,230,681  12,420,433  287,704  12,708,138  △255,467  12,452,670

セグメント利益  117,146  1,266,696  151,902  1,535,744  47,356  1,583,100  △714,624  868,476

（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  289,741  3,227,631  229,547  3,746,920  99,368  3,846,288  －  3,846,288
セグメント間の内部
売上高又は振替高  95,392  △92,034  61,801  65,159  17,718  82,878  △82,878  －

計  385,133  3,135,597  291,349  3,812,080  117,087  3,929,167  △82,878  3,846,288

セグメント利益  32,417  351,528  28,848  412,793  20,789  433,582  △218,036  215,546

  当第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結会計期間 

セグメント間取引消去  △10,786  △2,670

全社費用※  △710,278  △235,979

棚卸資産の調整額  17,865  19,704

その他  △11,425  909

合計  △714,624  △218,036

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）生産、受注及び販売の状況 

当第３四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３四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、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

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３四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３四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３四半期連結会計期間及び当第３四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３四半期連結会計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

前年同四半期比（％）

金型（千円）  355,689  －

部品（千円）  3,255,216  －

自動機器（千円）   217,801  －

 報告セグメント計（千円）   3,828,707  －

その他（千円）  98,108  －

合計（千円）  3,926,816  －

セグメントの名称 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３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  378,715  －  324,003  －

部品  3,184,053  －  807,948  －

自動機器   217,224  －  185,467  －

 報告セグメント計  3,779,994  －  1,317,419  －

その他  111,330  －  41,855  －

合計  3,891,324  －  1,359,274  －

セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

前年同四半期比（％）

金型（千円）  289,741  －

部品（千円）  3,227,631  －

自動機器（千円）  229,547  －

 報告セグメント計（千円）  3,746,920  －

その他（千円）  99,368  －

合計（千円）  3,846,288  －

相手先 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成23年１月１日 

  至 平成23年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

住友電装㈱  934,403  26.5  1,104,894  28.7

日本モレックス㈱  282,814  8.0  523,424  13.6

ＳＭＫ㈱  233,139  6.6  249,914  6.5
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