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

24年3月期第3四半期 2,476 △28.5 △283 ― △338 ― △228 ―

23年3月期第3四半期 3,465 △29.3 △64 ― △103 ― △196 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △281百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △237百万円 （―％）

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3四半期 △40.10 ―

23年3月期第3四半期 △34.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 5,807 1,932 33.1
23年3月期 6,821 2,214 32.3

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,921百万円 23年3月期  2,203百万円

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 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 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、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  
 

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 3,844 △13.7 △245 ― △266 ― △297 ― △52.17



(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、金融商品取引法に基づく
四半期四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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
業績等はさまざま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3Q 5,767,268 株 23年3月期 5,767,268 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 63,887 株 23年3月期 63,887 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,703,381 株 23年3月期3Q 5,703,425 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、昨年３月に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所

の放射能事故に対して、サプライチェーンの復旧による復興需要や被災地を応援する経済活動など景況感は緩やか

に上向きつつありますが、欧州経済の低迷や不透明な米国経済に加えてタイの大洪水による混乱等が重なり、恒常

的な円高や低迷する株価と併せて依然として厳しい状況が続いております。 

 当社が属する電気・電子業界におきましても、スマートフォンやタブレット端末等の需要拡大や中国やインドを

中心としたアジア新興国の経済成長による消費の伸張などがあるものの、欧州をはじめとする景気減速の影響や、

タイの大洪水による部材調達懸念の影響などから、在庫調整や設備投資の縮小による生産調整が長期化しており、

低調に推移いたしました。 

 このような状況の中で、当社グループは、新たに垂直型プローブカード『Ｂ２』の製品採用が決まるなど、本格

的市場参入に向け、積極的拡販を継続して参りました。また、カンチレバー型プローブカードの改良や拡販を推し

進めるなど、売上及び受注の拡大に注力いたしました。さらに、原価低減や一般管理費削減を継続して推進するな

ど計画通りの打ち手を着実に実行して参りましたが、震災、景気減速及びタイの大洪水など、想定を超える市場環

境の影響をリカバリーするには至りませんでした。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の経営成

績につきましては、売上高は2,476百万円（前年同四半期3,465百万円、前年同四半期比28.5％減）、営業損失は

283百万円（前年同四半期は64百万円の営業損失）、経常損失は338百万円（前年同四半期は103百万円の経常損

失）、四半期純損失は228百万円（前年同四半期は196百万円の四半期純損失）となりました。 

 セグメント毎の業績とその要因は次のとおりであります。 

＜プローブカード事業＞ 

 国内の主要取引先の減産や生産調整などが長期化している影響により、厳しい売上状況が続いておりますが、垂

直型プローブカード『Ｂ２』の積極的拡販を継続すると同時に、海外市場要求に対応しカンチレバー型プローブカ

ードの構造改良を迅速に進め受注拡大に努めるなど、海外市場対応の強化を加速して参りました。 

 この事業の売上高は2,151百万円（前年同四半期比25.8％減）、営業損失は42百万円（前年同四半期は217百万円

の営業利益）となりました。 

＜電子部品事業＞ 

 取引先の生産戦略変更や競合品の台頭などにより苦戦を強いられる状況が続いておりますが、特に注力品種の提

案及び拡販などを行うなど選択と集中を進めることで、利益構造を大幅に改善し、営業利益の確保をすることがで

きました。 

 この事業の売上高は324百万円（前年同四半期比42.8％減）、営業利益は21百万円（同26.6％増）となりまし

た。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、5,807百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,013百万円減少

しました。これは主に、現金及び預金が426百万円、受取手形及び売掛金が331百万円減少したことによるもので

す。当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、3,874百万円となり、前連結会計年度末に比べ731百万円減

少しました。これは主に短期借入金が214百万円、退職給付制度の移行に伴い、退職給付引当金が250万円減少した

ことによるものです。当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は1,932百万円となり、前連結会計年度末

に比べ281百万円減少しました。これは、主に四半期純損失228百万円によるものです。この結果、自己資本比率は

33.1％（前連結会計年度末は32.3％）となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年11月11日に公表しました業績予想に変更はございません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

   

   

  当社グループは、第56期連結会計年度から第58期連結会計年度並びに当第3四半期連結累計期間において、営業損

失、経常損失、当期純損失（当第３四半期連結累計期間においては四半期純損失）を計上しております。これによ

り、継続企業の前提となる重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。なお、継続企業の前提

に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提に関する事項」の記載には至りませんでした。 

   

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
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,071,222 1,644,268

受取手形及び売掛金 1,171,741 839,948

有価証券 10,613 10,620

商品及び製品 89,729 113,128

仕掛品 43,722 28,913

原材料及び貯蔵品 477,432 522,191

未収入金 714,767 572,179

その他 98,617 62,244

貸倒引当金 △38,683 △12,654

流動資産合計 4,639,164 3,780,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,965,046 1,963,406

減価償却累計額 △1,352,550 △1,382,780

建物及び構築物（純額） 612,496 580,626

機械装置及び運搬具 1,545,840 1,506,741

減価償却累計額 △1,219,650 △1,221,715

機械装置及び運搬具（純額） 326,189 285,025

工具、器具及び備品 814,258 825,190

減価償却累計額 △742,211 △754,231

工具、器具及び備品（純額） 72,047 70,958

土地 549,265 545,772

リース資産 168,216 168,216

減価償却累計額 △65,689 △88,301

リース資産（純額） 102,527 79,915

建設仮勘定 － 2,649

有形固定資産合計 1,662,526 1,564,947

無形固定資産   

その他 8,564 8,883

無形固定資産合計 8,564 8,883

投資その他の資産 511,171 452,999

固定資産合計 2,182,261 2,026,829

資産合計 6,821,425 5,807,669
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 629,435 435,263

短期借入金 2,326,597 2,112,127

未払法人税等 22,300 12,409

賞与引当金 76,009 38,239

その他 286,570 311,373

流動負債合計 3,340,912 2,909,413

固定負債   

長期借入金 583,430 468,500

退職給付引当金 572,205 322,125

その他 110,273 174,824

固定負債合計 1,265,908 965,450

負債合計 4,606,821 3,874,864

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,105 2,323,105

資本剰余金 2,984,214 2,984,214

利益剰余金 △2,888,090 △3,116,819

自己株式 △72,547 △72,547

株主資本合計 2,346,680 2,117,951

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,063 △13,749

為替換算調整勘定 △137,366 △182,561

その他の包括利益累計額合計 △143,429 △196,311

新株予約権 11,353 11,165

純資産合計 2,214,604 1,932,805

負債純資産合計 6,821,425 5,807,669
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,465,754 2,476,434

売上原価 2,227,061 1,634,259

売上総利益 1,238,693 842,175

販売費及び一般管理費 1,303,257 1,126,104

営業損失（△） △64,564 △283,929

営業外収益   

受取利息 526 363

受取配当金 1,682 1,463

償却債権取立益 － 25,742

その他 74,204 19,470

営業外収益合計 76,413 47,039

営業外費用   

支払利息 57,072 51,255

為替差損 31,493 26,959

持分法による投資損失 20,078 20,235

その他 6,393 3,275

営業外費用合計 115,038 101,726

経常損失（△） △103,189 △338,616

特別利益   

持分変動利益 － 7,721

固定資産売却益 36 1,509

退職給付制度移行益 － 125,932

その他 7,400 －

特別利益合計 7,437 135,163

特別損失   

固定資産除却損 135 1,099

その他 63,441 －

特別損失合計 63,576 1,099

税金等調整前四半期純損失（△） △159,329 △204,552

法人税、住民税及び事業税 32,501 14,884

法人税等調整額 4,210 9,291

法人税等合計 36,711 24,175

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △196,041 △228,728

四半期純損失（△） △196,041 △228,728

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △196,041 △228,728

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,466 △7,686

為替換算調整勘定 △30,025 △38,038

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,149 △7,156

その他の包括利益合計 △41,641 △52,881

四半期包括利益 △237,682 △281,610

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △237,682 △281,610
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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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