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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 634 △50.3 △136 ― △164 ― △167 ―

23年3月期第1四半期 1,275 △3.1 27 ― △3 ― 133 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △181百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 116百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △4.77 ―

23年3月期第1四半期 3.90 ―

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

24年3月期第1四半期 1,588 522 32.9 14.85
23年3月期 1,897 704 37.1 20.00

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  522百万円 23年3月期  704百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

第2四半期(累計) 1,302 △45.4 △200 ― △170 ― △167 ― △4.74

通期 3,092 △21.0 112 ― 30 ― 35 ― 0.99



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続きが実施中であります。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 35,208,829 株 23年3月期 35,208,829 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 19,644 株 23年3月期 19,644 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 35,208,829 株 23年3月期1Q 34,147,816 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当連結グループ(当社及び連結子会社)が判断し

たものであります。 

 (1) 業績の状況 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、基調としては景気が持ち直しているものの、先行きの不透明感が増し

ております。わが国経済につきましては、東日本大震災の影響により企業の生産活動や設備投資が一時的に減少し、立ち

上がりの動きを見せ始めたものの、また個人消費についても自粛ムードにより冷え込んだことから低調に推移しました。

 当連結グループの属するAV業界も厳しさを一段と増しており、それに伴い当連結グループも期初に想定していたよりも

厳しく推移しました。加えて、限られた市場規模における価格競争は継続しており、中国を中心としたアジア諸外国のラ

イバル企業との競争は激化し、利益の改善までには至りませんでした。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は６億34百万円（前年同四半期比50.3％減）、営業損失は１億36百万円

（前年同四半期は営業利益27百万円）、経常損失は１億64百万円（前年同四半期は経常損失３百万円）、四半期純損失は

１億67百万円（前年同四半期は四半期純利益１億33百万円）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、全体的な受注・販売の落ち込み及び海外子会社への生産シフト等の影響で営業赤字となりました。こ

の結果、売上高３億90百万円（前年同期比56.6％減）、生産高３億73百万円（同61.3％減）、受注残高３億98百万円（同

57.0％減）、営業損失１億52百万円（前連結会計年度は営業損失44百万円）となりました。 

 東南アジアにおいては、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生産の内製化及び

コスト削減が効果を発揮したものの、シンガポール販売会社閉鎖に伴い、香港販売会社へ販売業務を移管したことによっ

て赤字となりました。この結果、売上高14百万円（前年同期比88.0％減）、生産高６百万円（同92.9％減）、受注残高０

百万円、営業損失７百万円（前連結会計年度は営業利益８百万円）となりました。 

 東アジアにおいては、シンガポール販売会社の閉鎖に伴う販売業務の移管と、経営計画に基づくコスト削減及び日本か

ら生産をシフトした効果により黒字で終了しました。この結果、売上高は２億28百万円（前年同期比10.3％減）、生産高

は２億35百万円（同18.9％減）、受注残高は71百万円（同54.1％増）、営業利益は24百万円（同67.1％減）となりまし

た。 

  

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等について 

 当連結グループには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が、早期にこのような状

況を解消すべく生産活動、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最大化させて最適地生産、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） 

 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） 

 組織のスリム化、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、重要な後発事象等に記載のとおり、希望退職を募り、販売規模に応じた体制の構築と組織の明確化、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融資が実行されました。 

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。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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１四半期連結会計期間末における流動資産残高は10億25百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億71百万円

の減少となりました。これは主に損失計上に伴う運転資金の増加によります。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産残高は５億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して36百万円の減

少となりました。これは主に減価償却費を計上したことによります。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債残高は６億78百万円となり、前連結会計年度末と比較して73百万円の減

少となりました。これは主に仕入れの減少に伴い、買掛金及び支払手形が減少したことによります。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債残高は３億87百万円となり、前連結会計年度末と比較して53百万円の減

少となりました。これは主に退職給付引当金を取り崩したことによります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産残高は５億22百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億81百万円の

減少となりました。これは主に四半期純損失を計上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 

 最近の業績動向を踏まえ平成24年３月期第２四半期の連結業績予想を修正しております。詳細は、平成23年８月

12日に公表いたしました「業績修正の予想に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。 

 

 当社グループは、前連結会計年度まで連続して営業損失および当期純損失を計上しており、当第１四半期連結累

計期間において１億36百万円の営業損失および１億67百万円の四半期純損失を計上しました。当該状況により継続

企業の前提に関する重要な疑義が生じさせるような状況が存在しています。 

 「４．四半期連結財務諸表(3)継続企業の前提に関する注記」に記載の対応策を進め、当該状況を解消すべく、収

益力の向上および財務体質の強化を図っていきます。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 291,942 130,188

受取手形及び売掛金 505,396 449,814

商品及び製品 216,967 192,748

仕掛品 66,509 52,367

原材料及び貯蔵品 143,910 140,658

その他 72,382 59,373

貸倒引当金 △38 －

流動資産合計 1,297,070 1,025,151

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 58,922 57,466

機械装置及び運搬具（純額） 136,647 123,741

工具、器具及び備品（純額） 145,894 135,036

土地 194,252 194,012

有形固定資産合計 535,717 510,257

無形固定資産   

その他 4,016 3,495

無形固定資産合計 4,016 3,495

投資その他の資産   

投資有価証券 10,931 10,662

差入保証金 40,836 30,986

その他 8,489 8,172

投資その他の資産合計 60,257 49,821

固定資産合計 599,991 563,573

資産合計 1,897,061 1,588,725



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 447,944 330,295

短期借入金 － 150,000

1年内返済予定の長期借入金 42,444 42,444

未払法人税等 7,687 5,083

事業構造改善引当金 32,204 29,391

その他 222,219 121,601

流動負債合計 752,499 678,815

固定負債   

長期借入金 168,469 157,348

繰延税金負債 18,587 18,587

退職給付引当金 225,713 191,826

その他 27,522 19,311

固定負債合計 440,293 387,074

負債合計 1,192,793 1,065,889

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,232,480 1,232,480

資本剰余金 1,020,072 1,020,072

利益剰余金 △1,427,261 △1,595,199

自己株式 △3,400 △3,400

株主資本合計 821,889 653,951

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,898 △2,571

為替換算調整勘定 △115,723 △128,544

その他の包括利益累計額合計 △117,621 △131,116

純資産合計 704,267 522,835

負債純資産合計 1,897,061 1,588,725



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,275,757 634,098

売上原価 960,688 597,386

売上総利益 315,068 36,712

販売費及び一般管理費 287,153 172,865

営業利益又は営業損失（△） 27,915 △136,153

営業外収益   

受取利息 69 157

受取配当金 43 49

受取賃貸料 2,194 2,209

その他 2,210 1,127

営業外収益合計 4,517 3,543

営業外費用   

支払利息 2,940 4,486

為替差損 31,158 13,046

コンサルティング費用 － 14,285

その他 1,539 516

営業外費用合計 35,638 32,335

経常利益又は経常損失（△） △3,205 △164,945

特別利益   

固定資産売却益 16 118

関係会社株式売却益 100,786 －

ゴルフ会員権売却益 1,345 －

貸倒引当金戻入額 6,355 －

製品保証引当金戻入額 312 －

新株予約権戻入益 2,040 －

特別利益合計 110,855 118

特別損失   

固定資産除売却損 333 －

事務所移転費用 － 1,945

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,140 －

その他 － 203

特別損失合計 1,473 2,148

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

106,176 △166,974

法人税、住民税及び事業税 1,054 963

過年度法人税等戻入額 △27,939 －

法人税等合計 △26,885 963

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

133,062 △167,937

四半期純利益又は四半期純損失（△） 133,062 △167,937



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

133,062 △167,937

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,390 △673

為替換算調整勘定 △14,496 △12,821

その他の包括利益合計 △16,886 △13,494

四半期包括利益 116,175 △181,432

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 116,175 △181,432

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 当社は新体制のもと、経営再建に向けて更なる活動をしてまいりました。  

  当期におきまして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

善されました。 

 しかしながら、不透明な経済環境の下、堅調に推移していたデジタルコネクタにおいて受注・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に下落いたしました。 

 平成24年３月期第１四半期においては１億67百万円の四半期純損失を計上し、克服すべき課題が多く残ってお

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。早期にこのような状況を解消すべ

く生産活動、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最大化させて最適地生産、

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） 

 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） 

 組織のスリム化、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、重要な後発事象等に記載のとおり、希望退職を募り、販売規模に応じた体制の構築と組織の明確化、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融資が実行されました。 

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。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１．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 

 （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、当第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．セグメント利益の調整額9,243千円は、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。 

  

２．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 

（のれんの金額の重要な変動）  

 「その他」セグメントにおいて、株式会社ハリーズの全株式を売却し、連結の範囲から除外いたしま

した。当該事象によるのれんの減少額は、当第１四半期連結累計期間においては174,360千円でありま

す。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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 
900,893  119,402 255,121 1,275,417 339  1,275,757 － 1,275,757

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

338,228  334,300 516,629 1,189,158 －  1,189,158  △1,189,158 －

計 1,239,121  453,703 771,751 2,464,576 339  2,464,915  △1,189,158 1,275,757

セグメント利益   △44,842  8,970  74,530 38,658 △19,986  18,672  9,243 27,915



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．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 

 （単位：千円）
  

  
(注)１．セグメント利益の調整額1,198千円は、セグメント間取引消去であります。 

  ２．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。 

  

２．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 

 該当事項はありません。 

  

 (1) 東京信用保証協会の保証付き融資について 

 東日本大震災に起因する被害に対して、東京都中小企業制度融資「災害緊急」に基づいて、東京信用保証協会へ申請し

ておりました保証が、平成23年７月21日付けで５千万円の保証枠が承認されました。 

 以上の信用保証に基づき、平成23年７月29日付けで金融機関と５千万円の金銭消費貸借契約を締結しました。 

 この金銭消費貸借契約書に基づく借入は同日付けで実行されております。 

（保証の内容） 

 ①保証先の名称   東京信用保証協会 

 ②保証金額     ５千万円 

 ③保証料率     年0.7％（保証料額のうち、半額を都が負担） 

 ④保証期間     貸付実行日から120か月 

（借入金の内容） 

 ①借入先の名称   りそな銀行本郷支店 

 ②借入金額     ５千万円  

 ③利率       年2.0％ 

 ④借入期間     借入実行日から120か月 

 ⑤返済方法     ２年据置いた後、１か月毎元金均等返済 

  

(2) 借入金について 

 平成23年８月５日に１億円の金銭消費貸借契約を締結しました。 

 この金銭消費貸借契約書に基づく借入は同日付で実行されております。 

 ① 借入先の名称  ㈱Ｍ－１インベストメント 

 ② 借入金額    １億円 

 ③ 利率       年15％ 

 ④ 返済方法    期限一括 

 ⑤ 返済期限    平成23年11月末日  

 ⑥ 担保提供資産  当社保有の一部売掛金（譲渡担保設定） 

  

(3) 希望退職の実施について 

 業績回復に向けて事業体制の再構築に取り組んでおり、人的資源の効率化および固定費の削減を目的に希望退職者の募

集を行うことといたしました。 

 希望退職者募集の概要 

 ①募集対象者    全正社員 

  

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 
390,872  14,337 228,889 634,098 －  634,098  － 634,098

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

89,813  113,297 196,180 399,290 －  399,290  △399,290 －

計 480,685  127,634 425,069 1,033,389 －  1,033,389  △399,290 634,098

セグメント利益  △152,371  △7,019  24,435 △134,955 －  △134,955  1,198 △136,153

（５）重要な後発事象



 ②募集人員     40名程度を予定（決定日現在の従業員数76 名） 

 ③募集期間     平成23 年７月19日～平成23 年８月５日 

 ④退職予定日    平成23 年８月10日 

 ⑤その他      退職者に対しては会社都合扱いの退職金を支給する。  

  ⑥結果       応募者数 ２２名 
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