
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
 
  

 
  
  

 
   
  
  

 
 
  
    

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）
（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 629 △23.8 △182 ― △210 ― △66 ―
24年３月期第１四半期 827 △31.5 △82 ― △69 ― △71 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △13百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △64百万円( ―％)

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 △11.60 ―
24年３月期第１四半期 △12.48 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 4,962 1,500 30.0
24年３月期 5,119 1,513 29.4

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 1,490百万円 24年３月期 1,503百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 4,306 36.3 51 ― 12 ― 72 ― 12.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

     

   

   

     

 

 
 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

期中における重要な子会社の異動に関する注記

（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

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

(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(3)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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 5,767,268株 24年３月期 5,767,268株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 63,887株 24年３月期 63,887株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 5,703,381株 24年３月期１Ｑ 5,703,381株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災復興需要や個人消費の一部持ち直し

など、企業活動に緩やかな回復傾向が見られるものの、円高や欧州財政不安の長期化、今夏に向けた電

力供給不安等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループが属する電気・電子業界におきましては、タブレット端末等で一部生産が活況してい

るものがあるものの、欧州を中心としたＩＴに関する投資や個人消費が抑制気味に推移し、全般的に生

産水準が低調となり、需給バランスは低迷した状況で、かつ厳しい状態で推移いたしました。 

このような状況の中で当社グループは、中期的な経営戦略に基づき、グループ内海外売上比率向上に

向け、台湾を中心としたアジア地域における市場対応の強化やグループ内連携によるメンテナンス体制

及び技術サポート体制の強化による現地化体制の確立を進めてまいりました。また、高機能カンチレバ

ー型プローブカードや垂直型プローブカードの評価品投入を積極的に推し進めるなど、技術的優位性の

確立に向けて製品改良を重ねてまいりました。 

この結果、当第１四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629百万円（前年同四半期比23.8％減）、営業損失は182百万

円（前年同四半期は82百万円の営業損失）、経常損失は210百万円（前年同四半期は69百万円の経常損

失）、四半期純損失は66百万円（前年同四半期は71百万円の四半期純損失）となりました。 

報告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） 

台湾を中心としたアジア地域における市場対応として、グループ内連携等による販売チャネル強化を

図るとともに、日本市場及びアジア地域において、高機能カンチレバー型プローブカードや垂直型プロ

ーブカード等の評価品投入を積極的に行ってまいりました。 

この事業の売上高は、573百万円（前年同四半期比22.2％減）、セグメント損失（営業損失）は87百

万円（前年同四半期は17百万円のセグメント利益（営業利益））となりました。 

（電子部品事業） 

電子部品関連は、アジア地域での安定需要による売上の確保とともに、更なる安定需要確保に向け、

新たな取引先の模索を継続してまいりました。 

半導体関連は、国内半導体市況が厳しい状況下において、新加工品の提案や収益性のよいパーツ部品

の拡販活動に注力いたしました。 

この事業の売上高は、56百万円（前年同四半期比37.2％減）、セグメント損失（営業損失）は２百万

円（前年同四半期は1百万円のセグメント損失（営業損失））となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、主として現金及び預金等が減少したことにより、前

連結会計年度末に比べて156百万円減少し、4,962百万円となりました。当第１四半期連結会計期間末に

おける負債は、支払手形及び買掛金等が減少したことにより、前連結会計年度末に比べて143百万円減

少し、3,461百万円となりました。前連結会計年度末の純資産合計は1,513百万円であり、当第１四半期

連結会計期間末の純資産は、1,500百万円となり、自己資本比率は30.0％（前連結会計年度末は

29.4％）となりました。 
  

連結業績予想につきましては、平成24年５月24日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想

に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、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

日以降に取得した有形固定資産について、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。 

これによる影響額は軽微であります。 

  

当社グループは、第56期連結会計年度から第59期連結会計年度並びに、当第１四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１四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

の前提に関する注記」の記載には至りませんでした。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 1,406,256 1,185,572

受取手形及び売掛金 795,093 681,451

有価証券 10,622 10,624

商品及び製品 56,188 86,780

仕掛品 35,264 32,137

原材料及び貯蔵品 476,482 456,903

未収入金 500,744 630,062

その他 57,254 71,936

貸倒引当金 △57,887 △60,359

流動資産合計 3,280,018 3,095,110

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,930,746 1,916,611

減価償却累計額 △1,392,616 △1,393,049

建物及び構築物（純額） 538,129 523,561

機械装置及び運搬具 1,515,062 1,557,090

減価償却累計額 △1,248,132 △1,288,943

機械装置及び運搬具（純額） 266,929 268,147

工具、器具及び備品 804,717 809,928

減価償却累計額 △760,585 △762,510

工具、器具及び備品（純額） 44,131 47,418

土地 486,742 452,216

リース資産 168,216 168,216

減価償却累計額 △95,838 △103,375

リース資産（純額） 72,378 64,841

建設仮勘定 2,832 760

有形固定資産合計 1,411,143 1,356,945

無形固定資産   

その他 11,223 106,199

無形固定資産合計 11,223 106,199

投資その他の資産 416,780 404,190

固定資産合計 1,839,147 1,867,335

資産合計 5,119,166 4,962,446
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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 349,109 282,053

短期借入金 2,070,140 2,046,340

未払法人税等 15,852 11,339

賞与引当金 43,734 41,608

その他 281,752 307,011

流動負債合計 2,760,589 2,688,353

固定負債   

長期借入金 430,190 391,880

退職給付引当金 283,481 264,291

その他 130,978 117,205

固定負債合計 844,650 773,377

負債合計 3,605,239 3,461,731

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 △3,550,567 △3,616,709

自己株式 △72,547 △72,547

株主資本合計 1,684,203 1,618,061

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5,387 △11,230

為替換算調整勘定 △175,536 △116,715

その他の包括利益累計額合計 △180,924 △127,946

新株予約権 10,646 10,599

純資産合計 1,513,926 1,500,714

負債純資産合計 5,119,166 4,962,446
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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) 

売上高 827,057 629,978

売上原価 527,161 448,043

売上総利益 299,896 181,935

販売費及び一般管理費 382,839 364,200

営業損失（△） △82,943 △182,264

営業外収益   

受取利息 180 40

受取配当金 1,153 1,333

補助金収入 － 3,533

償却債権取立益 24,516 －

その他 8,709 3,895

営業外収益合計 34,560 8,802

営業外費用   

支払利息 17,452 15,165

為替差損 － 7,193

持分法による投資損失 2,555 14,467

その他 1,364 80

営業外費用合計 21,372 36,906

経常損失（△） △69,754 △210,368

特別利益   

持分変動利益 1,055 431

固定資産売却益 － 38,268

子会社株式譲渡益 － 100,394

その他 － 16,856

特別利益合計 1,055 155,950

特別損失   

固定資産売却損 － 3,216

その他 － 0

特別損失合計 － 3,216

税金等調整前四半期純損失（△） △68,699 △57,634

法人税、住民税及び事業税 5,155 9,083

法人税等調整額 △2,672 △575

法人税等合計 2,483 8,507

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △71,182 △66,141

四半期純損失（△） △71,182 △66,141

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △71,182 △66,141

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △431 △5,843

為替換算調整勘定 14,020 56,056

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,688 2,764

その他の包括利益合計 6,900 52,977

四半期包括利益 △64,282 △13,164

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △64,282 △13,164
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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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