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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 5,424 △5.3 △210 ― △454 ― △546 ―
24年3月期第1四半期 5,725 △23.0 △40 ― △156 ― △185 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △632百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △165百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △23.45 ―
24年3月期第1四半期 △7.97 ―

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

25年3月期第1四半期 25,141 14,374 57.1 616.42
24年3月期 26,238 15,006 57.1 643.58
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  14,354百万円 24年3月期  14,987百万円

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  
   当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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

第2四半期(累計) 11,300 △4.2 30 ― △100 ― △130 ― △5.58
通期 24,000 3.6 400 ― 200 ― 30 ― 1.29



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
四半期連結財務諸表に対する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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 23,289,775 株 24年3月期 23,289,775 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,790 株 24年3月期 2,790 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 23,286,985 株 24年3月期1Q 23,287,183 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、長引く欧州債務危機や円高の

長期化等の懸念により、不透明な状況が続いております。 

 当社グループに関連するエレクトロニクス業界においては、スマートフォンやタブレット端末

関連が好調な一方、デジタルカメラ、ノートパソコンおよびテレビ等の需要低迷と在庫調整、な

らびに国内を中心とした半導体設備投資の低迷など、総じて厳しい状況となっております。 

 このような経営環境の中で当社グループは、新製品の開発と顧客サポート体制の強化による受

注・売上の獲得に加えて、徹底した合理化や経費削減に取り組んでまいりました。しかしなが

ら、コネクタソリューション事業の減収や円高の進行による為替差損の計上等により損益面での

悪化を招くこととなりました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％

減）、営業損失 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常損失 百万円（前年同期は経

常損失 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりまし

た。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

［テストソリューション事業］ 

 当事業の半導体検査用ＩＣソケット製品は、半導体設備投資の低迷により国内販売は低調な推

移となりましたが、海外においてはスマートフォンやタブレット端末向けおよび車載向けテスト

ソケット製品ならびにバーンインソケット製品が堅調な推移となりました。 

 その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益 百万円（前年同期比

％増）となりました。 

  

［コネクタソリューション事業］ 

 当事業のコネクタ製品は、産業機器および車載向け販売は堅調に推移したものの、主力のデジ

タルカメラ、プリンタおよびテレビ向け販売は大幅な市場縮小による落ち込みにより、低調な推

移となりました。なお、当第１四半期に量産出荷開始を計画していた通信インフラ向け光モジュ

ールケーブル製品は第２四半期より量産出荷の見込みとなります。 

 その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失 百万円（前年同期は営業

利益 百万円）となりました。 

  

［ＰＶソリューション事業］ 

 当事業は、与信リスク低減に重きをおいた販売対応により、売上高は大幅な減少となりました

が、固定費の圧縮を図り、損失も大幅に圧縮いたしました。なお、この事業で開発した製品・技

術は他市場への拡販に展開しております。 

 その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失 百万円（前年同期は営業損

失 百万円）となりました。 

  

［光関連事業］ 

 当事業のフィルタ製品は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ等の映像機器向け販売が低

調な推移となりました。 

 その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失 百万円（前年同期は営業損失

百万円）となりました。 

  

［ＥＭＳ事業］ 

 マティ株式会社でのＥＭＳ事業は、ノートパソコン向け需要減による液晶パネルメーカーの生

産調整により、取り扱い高は低調な推移となりました。また、プライコンマイクロエレクトロニ

クスINC.での基板実装事業は、主力のＨＤＤの市況低迷の影響によりやや低調な推移となりまし

た。 

 その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失 百万円（前年同期は営業損失

百万円）となりました。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,424 5.3

210 40 454

156 546 185

2,161 19.1 302

166.4

2,380 11.5 181

132

334 46.6 109

201

315 9.3 25

2

231 6.5 64

77
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産につきましては、 百万円（前期末比 百万円減）となりま

した。 

 流動資産は、売上高が減少したことにより受取手形及び売掛金が減少したことなどから 百

万円の減少となりました。 

 有形固定資産は、 百万円の減少となりました。 

 投資その他の資産は、投資有価証券評価差額が減少したことなどから 百万円の減少となり

ました。 

 負債につきましては、 百万円（前期末比 百万円減）となりました。 

 流動負債は、売上高の減少に伴う仕入高の減少により支払手形及び買掛金が減少したことなど

から 百万円の減少となりました。 

 固定負債につきましては、長期借入金や設備のリース化による長期リース債務を返済したこと

などから 百万円の減少となりました。  

 純資産につきましては、 百万円（前期末比 百万円減）となりました。 

 株主資本は、当期純損失を計上したことから 百万円の減少となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結業績予想（第２四半期連結累計期間、通期）につきましては、平成24年

５月18日に公表いたしました予想値に変更はありません。  

  

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産（当社が所有する金型を除く。）について、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失への影響は軽微であります。 

  

25,141 1,097

940

27

120

10,767 464

250

213

14,374 632

546

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,297,850 5,105,429

受取手形及び売掛金 4,498,599 3,996,415

商品及び製品 1,195,825 1,073,471

仕掛品 312,821 364,663

原材料及び貯蔵品 1,639,621 1,580,037

繰延税金資産 38,946 38,853

その他 734,554 646,538

貸倒引当金 △11,109 △38,406

流動資産合計 13,707,110 12,767,003

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,024,414 2,962,379

機械装置及び運搬具（純額） 1,952,432 1,856,182

工具、器具及び備品（純額） 1,618,172 1,639,114

土地 3,472,112 3,470,643

リース資産（純額） 52,488 48,762

建設仮勘定 109,394 223,981

有形固定資産合計 10,229,014 10,201,064

無形固定資産 106,442 98,127

投資その他の資産   

投資有価証券 1,154,487 1,053,882

繰延税金資産 122,330 110,289

その他 1,033,628 1,030,376

貸倒引当金 △114,653 △119,510

投資その他の資産合計 2,195,793 2,075,038

固定資産合計 12,531,249 12,374,229

資産合計 26,238,360 25,141,232
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,560,037 1,305,119

短期借入金 6,331,270 6,216,344

未払法人税等 49,489 44,173

賞与引当金 252,731 161,099

繰延税金負債 80,909 70,114

その他 1,462,055 1,689,015

流動負債合計 9,736,494 9,485,867

固定負債   

長期借入金 745,000 621,000

退職給付引当金 53,232 53,128

役員退職慰労引当金 41,705 39,288

資産除去債務 17,497 17,597

繰延税金負債 173,214 153,488

その他 464,455 396,826

固定負債合計 1,495,104 1,281,328

負債合計 11,231,599 10,767,195

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,047,063 10,047,063

資本剰余金 5,004,947 4,520,001

利益剰余金 1,205,403 1,144,333

自己株式 △3,754 △3,754

株主資本合計 16,253,660 15,707,644

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 108,548 22,787

為替換算調整勘定 △1,375,125 △1,375,870

その他の包括利益累計額合計 △1,266,577 △1,353,083

少数株主持分 19,677 19,476

純資産合計 15,006,760 14,374,037

負債純資産合計 26,238,360 25,141,232
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,725,415 5,424,021

売上原価 4,258,932 4,222,002

売上総利益 1,466,482 1,202,019

販売費及び一般管理費   

給料 675,041 616,066

賞与 38,445 33,430

福利厚生費 116,019 103,932

運賃諸掛 87,982 71,943

旅費及び交通費 57,953 53,752

減価償却費 54,338 55,486

支払手数料 60,978 57,787

賃借料 82,552 81,969

雑費 333,194 338,045

販売費及び一般管理費合計 1,506,506 1,412,416

営業損失（△） △40,023 △210,396

営業外収益   

受取利息 2,557 2,308

受取配当金 10,779 8,104

スクラップ売却益 8,576 13,541

助成金収入 42,392 28,308

その他 17,595 10,949

営業外収益合計 81,900 63,213

営業外費用   

支払利息 49,267 47,237

為替差損 113,042 244,515

持分法による投資損失 2,123 7,549

その他 34,222 7,644

営業外費用合計 198,656 306,946

経常損失（△） △156,780 △454,129

特別利益   

固定資産売却益 428 4,376

ゴルフ会員権売却益 2,128 －

特別利益合計 2,556 4,376

特別損失   

固定資産売却損 58 33

持分変動損失 19,999 －

関係会社清算損 － 72,881

特別損失合計 20,058 72,915

税金等調整前四半期純損失（△） △174,282 △522,669

法人税、住民税及び事業税 21,627 31,284

法人税等調整額 △10,007 △7,835

法人税等合計 11,620 23,448

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △185,902 △546,117

少数株主損失（△） △275 △101

四半期純損失（△） △185,626 △546,016
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（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △185,902 △546,117

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 55,097 △85,760

為替換算調整勘定 △46,065 △17,056

持分法適用会社に対する持分相当額 11,054 16,211

その他の包括利益合計 20,085 △86,605

四半期包括利益 △165,816 △632,723

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △165,472 △632,521

少数株主に係る四半期包括利益 △344 △201

- 7 -

山一電機㈱（6941） 
平成25年３月期　第１四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 （セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

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 

（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、サービス事業等を含んでお

ります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、全社費用 千円及び連結調整額 千円でありま

す。なお、全社費用は、報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

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 

（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、サービス事業等を含んでお

ります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、全社費用 千円及び連結調整額 千円であり

ます。なお、全社費用は、報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。 

   

（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

（５）セグメント情報等

  （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

テストソ

リューシ

ョン事業 

コネクタ

ソリュー

ション 
事業 

ＰＶソリ

ューショ

ン事業 

光関連

事業 
ＥＭＳ

事業 
計

売上高                 

外部顧客へ

の売上高 
 1,814,375  2,688,977 626,106 347,772 247,935 5,725,166 249  5,725,415 － 5,725,415

セグメント間

の内部売上高 
 －  － － － － － 7,636  7,636 △7,636 －

計  1,814,375  2,688,977 626,106 347,772 247,935 5,725,166 7,885  5,733,051 △7,636 5,725,415

セグメント利益

又は損失（△） 
 113,463  132,423 △201,464 △2,113 △77,609 △35,301 398  △34,902 △5,121 △40,023

△70,262 65,141

  （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

テストソ

リューシ

ョン事業 

コネクタ

ソリュー

ション 
事業 

ＰＶソリ

ューショ

ン事業 

光関連

事業 
ＥＭＳ

事業 
計

売上高                 

外部顧客へ

の売上高 
 2,161,439  2,380,846 334,087 315,521 231,924 5,423,819 201  5,424,021 － 5,424,021

セグメント間

の内部売上高 
 －  － － － － － 6,681  6,681 △6,681 －

計  2,161,439  2,380,846 334,087 315,521 231,924 5,423,819 6,883  5,430,703 △6,681 5,424,021

セグメント利益

又は損失（△） 
 302,282  △181,118 △109,273 △25,153 △64,490 △77,753 322  △77,430 △132,966 △210,396

△94,461 △38,504
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