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1.  平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

23年12月期第2四半期 20,946 △15.9 2,505 △49.4 2,610 △41.1 1,602 △38.2

23年3月期第2四半期 24,918 13.2 4,948 14.8 4,434 11.6 2,594 1.3

（注）包括利益 23年12月期第2四半期 96百万円 （△95.2％） 23年3月期第2四半期 2,026百万円 （―％）

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

23年12月期第2四半期 95.80 ―

23年3月期第2四半期 170.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

23年12月期第2四半期 54,136 38,307 70.7
23年3月期 56,807 37,464 65.9

（参考） 自己資本   23年12月期第2四半期  38,296百万円 23年3月期  37,454百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
23年12月期 ― 5.00

23年12月期（予想） ― 10.00 15.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 平成23年12月期は、決算期変更の経過期間となることから、通期については９ヶ月間（平成23年4月1日～平成23年12月31日）の予想数値を記載しておりま
す。したがって、対前期増減率については記載しておりません。 

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 31,500 ― 3,650 ― 3,600 ― 2,100 ― 125.58



(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の対象外であります。なお、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
に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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連結業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、実際の業績等は
様々な要因により予想と異なる結果となる場合があります。 
 なお、業績予想の前提条件等につきましては、［添付資料］Ｐ２「１．当四半期決算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

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） 23年12月期2Q 16,722,800 株 23年3月期 16,722,800 株

② 期末自己株式数 23年12月期2Q 89 株 23年3月期 89 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期2Q 16,722,711 株 23年3月期2Q 15,222,751 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世界経済は、中国等の新興国において総じて堅調な成長を続けているもの

の、欧米向けの輸出や個人消費の陰りの顕在化により、減速傾向が続きました。米国等の先進国経済も、依然厳

しい雇用情勢が続く中、個人消費の低迷に加えて、欧州債務危機による金融市場の動揺等が響き、景気回復は弱

いものとなり、全体として景気回復ペースは低調に留まりました。 

 わが国経済は、東日本大震災により寸断されていたサプライチェーンの急速な復旧に伴い企業の生産活動は持

ち直し、消費マインドにも改善の傾向が見られましたが、海外需要の減速や円高が重荷となり、景気回復ペース

は弱いものとなりました。 

 このような経済環境の中で当社グループは、電気・電子部品事業において、タブレットパソコン向け細線同軸

コネクタやスマートフォン向け無線ＬＡＮ用超小型同軸コネクタが好調に推移した一方で、円高の影響に加え、

ノートパソコン向け細線同軸コネクタ等が伸び悩みました。自動車部品事業は、東日本大震災の発生により落ち

込んでいた自動車生産が第２四半期連結会計期間に入り持ち直したことから、車載用センサーを中心に回復基調

となりました。また、設備事業は、世界経済の減速傾向を背景に半導体製造装置に対する需要が落ち込んだこと

が影響し、厳しい状況となりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は20,946百万円（前年同四半期比15.9％減）、営業利益2,505

百万円（前年同四半期比49.4％減）、経常利益2,610百万円（前年同四半期比41.1％減）、四半期純利益は1,602

百万円（前年同四半期比38.2％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,670百万円減少し、54,136百万円

（前年同四半期51,783百万円）となりました。主な増加要因は、受取手形及び売掛金1,876百万円、棚卸資産907

百万円、建設仮勘定900百万円等であり、主な減少要因は、現金及び預金6,213百万円等であります。 

 負債につきましては、3,513百万円減少の15,829百万円（前年同四半期22,333百万円）となり、主な減少要因

は、未払法人税等766百万円、短期借入金1,077百万円及び長期借入金1,242百万円等であります。 

 純資産につきましては、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加1,766百万円及び投資対象国通貨との対

比で円高が進んだことによる為替換算調整勘定（借方残高）の増加915百万円等により842百万円増加し、38,307

百万円（前年同四半期29,450百万円）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想については、平成23年11月４日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

の予想数値から変更はありません。 

  

  

（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。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,471,987 13,258,670

受取手形及び売掛金 7,544,708 9,421,155

製品 3,541,968 4,300,230

仕掛品 1,736,642 1,685,692

原材料及び貯蔵品 895,143 1,094,889

繰延税金資産 1,224,255 1,295,751

その他 871,008 641,273

貸倒引当金 △3,664 △5,080

流動資産合計 35,282,050 31,692,583

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,231,977 9,155,324

減価償却累計額 △4,709,984 △4,890,109

建物及び構築物（純額） 4,521,993 4,265,215

機械装置及び運搬具 19,090,233 20,365,419

減価償却累計額 △12,179,793 △13,046,798

機械装置及び運搬具（純額） 6,910,440 7,318,620

工具、器具及び備品 15,472,964 16,316,078

減価償却累計額 △13,634,805 △14,507,254

工具、器具及び備品（純額） 1,838,159 1,808,823

土地 3,408,977 3,389,926

建設仮勘定 2,105,498 3,006,278

有形固定資産合計 18,785,068 19,788,865

無形固定資産   

その他 1,517,183 1,314,208

無形固定資産合計 1,517,183 1,314,208

投資その他の資産   

繰延税金資産 455,823 520,334

その他 787,827 841,624

貸倒引当金 △20,831 △20,711

投資その他の資産合計 1,222,819 1,341,247

固定資産合計 21,525,071 22,444,321

資産合計 56,807,122 54,136,904
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,788,147 1,983,274

短期借入金 4,797,041 3,719,407

1年内償還予定の社債 225,000 130,000

未払法人税等 2,015,160 1,249,059

賞与引当金 1,021,457 1,026,749

その他 2,236,569 1,962,081

流動負債合計 12,083,375 10,070,572

固定負債   

社債 47,500 －

長期借入金 3,787,206 2,544,892

繰延税金負債 833,288 834,298

退職給付引当金 811,354 827,809

役員退職慰労引当金 219,904 224,584

その他 1,559,744 1,326,998

固定負債合計 7,258,996 5,758,583

負債合計 19,342,372 15,829,155

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,522,690 8,522,690

資本剰余金 8,046,966 8,046,966

利益剰余金 24,613,391 26,379,988

自己株式 △315 △315

株主資本合計 41,182,732 42,949,328

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,214 3,864

為替換算調整勘定 △3,740,592 △4,656,301

その他の包括利益累計額合計 △3,728,378 △4,652,437

少数株主持分 10,396 10,857

純資産合計 37,464,749 38,307,748

負債純資産合計 56,807,122 54,136,904
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（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 24,918,415 20,946,751

売上原価 15,369,262 13,696,600

売上総利益 9,549,152 7,250,151

販売費及び一般管理費 4,600,849 4,744,485

営業利益 4,948,302 2,505,665

営業外収益   

受取利息及び配当金 20,098 24,198

為替差益 － 110,588

和解金 40,000 －

法人税等還付加算金 － 42,730

その他 51,028 31,639

営業外収益合計 111,126 209,157

営業外費用   

支払利息 99,279 71,334

為替差損 473,873 －

デリバティブ運用損 31,086 8,678

その他 20,961 24,315

営業外費用合計 625,201 104,328

経常利益 4,434,228 2,610,494

特別利益   

固定資産売却益 5,089 5,651

貸倒引当金戻入額 8,661 －

特別利益合計 13,750 5,651

特別損失   

固定資産売却損 5,709 1,530

固定資産除却損 43,952 4,105

たな卸資産廃棄損 34,414 －

その他 17,288 －

特別損失合計 101,365 5,635

税金等調整前四半期純利益 4,346,613 2,610,510

法人税、住民税及び事業税 1,631,790 1,179,265

法人税等調整額 119,909 △171,533

法人税等合計 1,751,699 1,007,732

少数株主損益調整前四半期純利益 2,594,913 1,602,778

少数株主利益 835 716

四半期純利益 2,594,078 1,602,061
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,594,913 1,602,778

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,587 △8,350

為替換算調整勘定 △557,162 △1,497,779

その他の包括利益合計 △568,749 △1,506,130

四半期包括利益 2,026,163 96,647

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,025,749 96,886

少数株主に係る四半期包括利益 414 △238
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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