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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 1,393 △20.1 △358 ― △389 ― △244 ―
24年３月期第２四半期 1,744 △27.7 △126 ― △145 ― △155 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △233百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 △163百万円( ―％)

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２四半期 △42.86 ―
24年３月期第２四半期 △27.19 ―

（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２四半期 4,804 1,280 26.4
24年３月期 5,119 1,513 29.4

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 1,269百万円 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 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 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 3,554 12.5 △308 ― △378 ― △266 ― △46.64

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（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.４「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・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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,703,381株 24年３月期２Ｑ 5,703,381株

発行済株式数に関する注記

※ 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州及び中国における経済の先行き不透明感が強

まっていることにより、企業の投資や個人消費が抑制気味となっており、また、円高やデフレ経済の長

期化や、日本海周辺の領土問題における地政学的リスク等が経済に大きく影響を及ぼし、一層厳しい状

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、欧州をはじめとした景気減速、設備縮小や在庫調整に

よる生産調整の長期化などにより厳しい環境が続いており、スマートフォンやタブレット端末などの新

ＩＴ通信機器や、アジア新興国の経済成長といった市場を牽引する力はあるものの、引き続き厳しい事

業環境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、事業戦略の再構築を積極的に進めるために、台湾を中心とし

た海外市場対応の強化や成長事業の中心となる新垂直型プローブカードを市場に投入し、さらなる評価

品投入を推し進めるなど積極的な拡販活動を推進しながら、量産体制への布石や機能改善を遂行してま

いりました。また、既存のカンチレバー型プローブカードに対しても他社との差別化に繋がる製品改良

を重ねてまいりました。 

しかしながら、当社グループを巡る事業環境は非常に厳しく、業績につきましては大変厳しい状況と

なりました。 

この結果、当第２四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1,393百万円（前年同四半期比20.1％減）、営業損失は358百

万円（前年同四半期は126百万円の営業損失）、経常損失は389百万円（前年同四半期は145百万円の経

常損失）、四半期純損失は244百万円（前年同四半期は155百万円の四半期純損失）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＞ 

新製品の垂直型プローブカードの積極的な拡販活動を継続いたしました。 

また、台湾を中心とした海外市場対応として、生産能力の拡充や技術対応能力の強化を推し進め、カ

ンチレバー型プローブカードの市場要求に応えた技術改良やコスト削減などを積極的に行ってまいりま

した。 

しかし、国内取引においては、円高や生産調整の影響などにより、依然としてプローブカード需要が

低迷し、当社売上に大きな影響を及ぼしました。 

この事業の売上高は、1,271百万円（前年同四半期比15.9％減）、セグメント損失（営業損失）は181

百万円（前年同四半期は37百万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、アジア地域での更なる安定需要確保に向け、新たな取引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

の拡販活動を継続してまいりました。 

この事業の売上高は、121百万円（前年同四半期比47.6％減）、セグメント損失（営業損失）は4百万

円（前年同四半期は19百万円のセグメント利益（営業利益））となりました。 

  

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
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当第２四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315百万円減少し、4,804百万円となりました。当第２四半期連結会計期間末に

おける負債は、長期借入金等が減少したことにより、前連結会計年度末に比べて81百万円減少し、

3,523百万円となりました。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２四半期連結会

計期間末の純資産は、1,280百万円となり、自己資本比率は26.4％（前連結会計年度末は29.4％）とな

りました。 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四

半期純損失、売上債権の増加等による支出要因により、前連結会計年度末に比べて413百万円減少し、

当第２四半期連結累計期間末残高は959百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は372百万円（前年同四半期は41百万円の獲得）となりました。これは

主として、税金等調整前四半期純損失213百万円、売上債権の増加67百万円等の支出要因があったこと

によるものです。 

投資活動の結果獲得した資金は93百万円（前年同四半期は６百万円の使用）となりました。これは主

として、有形固定資産の売却による収入77百万円等の収入要因があったことによるものです。 

財務活動の結果使用した資金は142百万円（前年同四半期は300百万円の使用）となりました。これ

は、主として長期借入金の返済による支出76百万円等の支出要因があったことによるものです。 

  

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

を変更いたしました。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

（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

  ②キャッシュ・フローの状況

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」

  「財務活動によるキャッシュ・フロー」

（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、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２四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２四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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,406,256 988,171

受取手形及び売掛金 795,093 868,395

有価証券 10,622 10,625

商品及び製品 56,188 117,803

仕掛品 35,264 36,658

原材料及び貯蔵品 476,482 414,470

未収入金 500,744 505,323

その他 57,254 105,491

貸倒引当金 △57,887 △58,526

流動資産合計 3,280,018 2,988,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,930,746 1,915,855

減価償却累計額 △1,392,616 △1,401,077

建物及び構築物（純額） 538,129 514,777

機械装置及び運搬具 1,515,062 1,556,220

減価償却累計額 △1,248,132 △1,282,974

機械装置及び運搬具（純額） 266,929 273,246

工具、器具及び備品 804,717 809,095

減価償却累計額 △760,585 △764,170

工具、器具及び備品（純額） 44,131 44,925

土地 486,742 452,216

リース資産 168,216 168,216

減価償却累計額 △95,838 △110,912

リース資産（純額） 72,378 57,304

建設仮勘定 2,832 3,988

有形固定資産合計 1,411,143 1,346,458

無形固定資産   

その他 11,223 100,781

無形固定資産合計 11,223 100,781

投資その他の資産 416,780 368,386

固定資産合計 1,839,147 1,815,626

資産合計 5,119,166 4,804,042
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 349,109 381,791

短期借入金 2,070,140 2,004,360

未払法人税等 15,852 40,286

賞与引当金 43,734 57,343

その他 281,752 313,128

流動負債合計 2,760,589 2,796,909

固定負債   

長期借入金 430,190 353,570

退職給付引当金 283,481 263,321

その他 130,978 109,805

固定負債合計 844,650 726,697

負債合計 3,605,239 3,523,607

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 △3,795,031

自己株式 △72,547 △72,547

株主資本合計 1,684,203 1,439,740

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 △11,631

為替換算調整勘定 △175,536 △158,226

その他の包括利益累計額合計 △180,924 △169,857

新株予約権 10,646 10,552

純資産合計 1,513,926 1,280,435

負債純資産合計 5,119,166 4,804,042
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,744,212 1,393,101

売上原価 1,100,304 1,048,563

売上総利益 643,907 344,538

販売費及び一般管理費 770,648 702,573

営業損失（△） △126,740 △358,034

営業外収益   

受取利息 270 86

受取配当金 1,153 1,603

為替差益 － 3,143

補助金収入 － 3,533

償却債権取立益 24,516 －

その他 9,882 5,638

営業外収益合計 35,824 14,006

営業外費用   

支払利息 35,254 30,086

持分法による投資損失 12,151 14,706

その他 7,207 282

営業外費用合計 54,612 45,075

経常損失（△） △145,528 △389,104

特別利益   

持分変動利益 1,055 431

固定資産売却益 3,200 38,281

子会社株式譲渡益 － 100,394

その他 － 39,564

特別利益合計 4,255 178,672

特別損失   

固定資産売却損 － 3,240

その他 1,079 0

特別損失合計 1,079 3,240

税金等調整前四半期純損失（△） △142,352 △213,672

法人税、住民税及び事業税 15,084 37,580

法人税等調整額 △2,335 △6,788

法人税等合計 12,749 30,791

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △155,101 △244,463

四半期純損失（△） △155,101 △244,463

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △155,101 △244,463

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,918 △6,243

為替換算調整勘定 6,290 16,593

持分法適用会社に対する持分相当額 △8,285 717

その他の包括利益合計 △7,913 11,066

四半期包括利益 △163,015 △233,396

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △163,015 △233,396
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △142,352 △213,672

減価償却費 81,820 67,341

販売権償却額 － 10,039

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,457 516

受取利息及び受取配当金 △1,424 △1,690

支払利息 35,254 30,086

持分法による投資損益（△は益） 12,151 14,706

有形固定資産売却損益（△は益） △3,200 △35,041

売上債権の増減額（△は増加） 261,836 △67,159

たな卸資産の増減額（△は増加） △66,432 1,684

仕入債務の増減額（△は減少） △167,302 2,899

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,045 13,082

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,293 △3,303

保険解約返戻金 － △22,708

子会社株式譲渡益 － △100,394

未収入金の増減額（△は増加） 111,341 △2,513

その他の流動資産の増減額（△は増加） 20,779 △36,335

その他の流動負債の増減額（△は減少） △20,668 57,163

その他 △17,558 △45,684

小計 91,362 △330,982

利息及び配当金の受取額 1,424 1,692

利息の支払額 △34,923 △30,111

法人税等の支払額 △16,486 △13,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,376 △372,973

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △10,915 △36,206

有形固定資産の売却による収入 3,533 77,598

定期預金の預入による支出 △8,023 △37,156

定期預金の払戻による収入 － 42,179

保険積立金の解約による収入 － 34,509

その他 8,493 12,478

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,912 93,402

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △65,780

長期借入金の返済による支出 △300,480 △76,620

財務活動によるキャッシュ・フロー △300,480 △142,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,509 8,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260,506 △413,058

現金及び現金同等物の期首残高 2,043,638 1,372,646

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,783,132 959,588
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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