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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 17,070 △18.0 1,423 12.7 1,509 7.7 951 24.4
21年3月期第3四半期 20,819 ― 1,262 ― 1,401 ― 764 ―

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

22年3月期第3四半期 128.28 ―
21年3月期第3四半期 102.31 ―

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

22年3月期第3四半期 21,479 11,642 51.6 1,497.41
21年3月期 20,703 11,328 52.0 1,439.89

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,074百万円 21年3月期  10,762百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 10.00 ― 12.50 22.50
22年3月期 ― 10.00 ―
22年3月期 

（予想）
17.00 27.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 21,500 △13.5 1,500 8.9 1,600 3.5 1,000 21.1 134.90
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4.  その他 
(1) 期中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  

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成しており、実際の業績は今後起こりうる様々な要因によ 
り、異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 7,739,548株 21年3月期  7,739,548株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  343,903株 21年3月期  264,840株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 7,418,629株 21年3月期第3四半期 7,474,920株
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当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、昨年秋以来の世界同時不況からの景気後退が依然継続
し、全世界的に深刻な状況が続いております。中国など一部地域では、景気が一部持ち直してきておりま
すが、国内では企業の設備投資は減少し、失業率も高水準で推移するなど、依然厳しい状況が続いており
ます。当社グループの業績につきましては、主力製品でありますデジタルカメラ、ビデオカメラ等のデジ
タル家電分野、ＥＴＣ車載器をはじめとする自動車関連機器部品、その他プリンター部品、ゲーム機器部
品等につきましては、当初の予想どおり順調に推移いたしました。 
このような情勢のなか、当社グループの売上高は、プラスチック成形事業のうち主力製品でありますデ

ジタルカメラおよびビデオカメラ等のＡＶ関連部品につきましては、新機種製品の受注減により前年同期
比３８．５％の減少となりました。また、自動車関連機器部品につきましてはエアコン部品、ＥＴＣ車載
器および一部車種の受注増により前年同期比２３．８％の増加となりました。また、精密プレス部品事業
につきましては、受注全般の減少により、前年同期比１３．２％減、プリント基板事業につきましても２
６．０％減となりました。この結果、連結売上高は前年同期に比べ１８．０％減の１７０億７千万円とな
りました。 
また、利益面におきましては、前連結会計年度に引き続き、内製化をはじめとするいっそうの生産効率

の向上、海外生産の強化等による原価の低減を積極的に進めてまいりました結果、営業利益は１２．７％
増の１４億２千３百万円、経常利益は前年同期比７．７％増の１５億９百万円、四半期純利益は前年同期
比２４．４％増の９億５千１百万円となりました。 

  

(１)資産、負債及び純資産の状況  
当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１５億

円増加し、１２８億８千８百万円となりました。受取手形及び売掛金が８億６千１百万円、現金及び預金
が７億７千６百万円増加したことなどによります。 
固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ７億２千４百万円減少し、８５億９千１百万円とな

りました。有形固定資産が６億４千６百万円、投資有価証券が３千８百万円それぞれ減少したことなどに
よります。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ７億７千６百万円増加し、２１４億７千９百万
円となりました。 
また、流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１１億４百万円増加し、７５億２千８百万円

となりました。支払手形及び買掛金が１６億３千２百万円、短期借入金が１億５千６百万円それぞれ増加
し、未払法人税等が３億３千１百万円、１年内返済予定の長期借入金が３億７千８百万円、賞与引当金が
７千１百万円それぞれ減少したことなどによります。 
固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億４千１百万円減少し、２３億９百万円となりま

した。長期借入金が６億２百万円減少したことなどによります。この結果、負債の部は、前連結会計年度
末に比べ４億６千２百万円増加し、９８億３千７百万円となりました。 
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億１千３百万円増加し、１１６億４千２百万円とな

りました。利益剰余金が７億８千４百万円増加し、為替換算調整勘定が４億６千３百万円減少したことな
どによります。 

  

(２)キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、３２億５千３百万円となり、前連結会

計年度末より７億９千万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益１４億１千万円、非
資金費用である減価償却費１１億４千万円、仕入債務の増加１７億１百万円及び売上債権の増加９億６
千８百万円、法人税等の支払６億３千６百万円等により、営業活動全体として前第３四半期連結累計期
間と比べて資金が１億３千７百万円の減少から２６億８千万円の増加（前年同期比－％）となりまし
た。 

（投資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・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出７億２千８百万

円等により、投資活動全体として７億４千１百万円の支出となり、前第３四半期連結累計期間と比べて
７億１千３百万円の減少（前年同期比４９．０％減）となりました。 

（財務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・フローにつきましては、短期借入金の純収入額１億９千３百万円、長期

借入金の返済による支出９億８千万円等により、財務活動全体として前第３四半期連結累計期間と比べ
て資金が７億５千６百万円の増加から１０億２千７百万円の減少（前年同期比－％）となりました。 
  

・定性的情報・財務諸表等

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
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今期、通期の見込みにつきましては、当第４四半期会計期間以降におきましても、不安定な為替の動
向、設備投資の抑制、消費の低迷、デフレの進行など、依然として厳しい状況が見込まれます。当社グル
ープといたしましては、引き続き生産効率の向上、海外生産の強化等による原価の低減を積極的に推進し
ていく予定であり、平成21年10月29日発表の「平成22年3月期 業績予想及び配当予想の修正に関するお
知らせ」で発表いたしました平成22年３月期の連結通期の業績予想を本日、平成22年１月29日に変更して
おります。 
今後、国内外での更なる景気動向等、これまで以上に事業環境が大きく変化し、今後の業績予想数値に

修正が生じる場合は速やかに開示する予定であります。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期
間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②原価差異の配賦方法については、予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価
差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に事業の種類別セグメント区分によ
り実施する方法によっております。 

③海外連結子会社についての税金費用の計算については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する
税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計
算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,628,837 2,852,770

受取手形及び売掛金 6,556,547 5,694,917

商品及び製品 572,504 648,556

仕掛品 609,614 775,820

原材料及び貯蔵品 1,044,634 945,120

未収入金 254,782 193,965

未収還付法人税等 64,198 －

繰延税金資産 29,870 152,017

その他 127,774 125,207

貸倒引当金 △681 △752

流動資産合計 12,888,082 11,387,624

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,600,357 2,821,503

機械装置及び運搬具（純額） 2,887,512 3,349,876

土地 1,298,379 1,298,379

建設仮勘定 117,680 17,091

その他（純額） 884,458 947,865

有形固定資産合計 7,788,388 8,434,715

無形固定資産 273,389 302,688

投資その他の資産   

投資有価証券 343,497 382,002

繰延税金資産 126,559 136,050

その他 79,058 79,839

貸倒引当金 △19,460 △19,460

投資その他の資産合計 529,655 578,432

固定資産合計 8,591,433 9,315,836

資産合計 21,479,515 20,703,460
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,735,095 3,102,505

短期借入金 1,045,754 889,181

1年内返済予定の長期借入金 817,356 1,195,830

未払法人税等 97,720 429,258

賞与引当金 84,113 155,132

繰延税金負債 2,804 －

その他 745,222 651,911

流動負債合計 7,528,066 6,423,819

固定負債   

長期借入金 1,606,319 2,208,586

繰延税金負債 254 382

退職給付引当金 433,990 435,649

役員退職慰労引当金 157,203 164,581

負ののれん 104,332 135,362

その他 7,334 6,342

固定負債合計 2,309,434 2,950,903

負債合計 9,837,501 9,374,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,188,960 2,188,960

資本剰余金 2,235,713 2,235,713

利益剰余金 8,637,617 7,853,375

自己株式 △254,895 △204,739

株主資本合計 12,807,394 12,073,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,066 △53,682

為替換算調整勘定 △1,719,990 △1,256,843

評価・換算差額等合計 △1,733,056 △1,310,526

少数株主持分 567,676 565,955

純資産合計 11,642,014 11,328,738

負債純資産合計 21,479,515 20,703,460
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 20,819,938 17,070,565

売上原価 17,009,447 13,739,998

売上総利益 3,810,490 3,330,566

販売費及び一般管理費 2,547,512 1,906,871

営業利益 1,262,977 1,423,695

営業外収益   

受取利息 23,565 8,431

受取配当金 5,670 4,688

為替差益 46,351 11,448

負ののれん償却額 51,364 42,273

その他 64,443 51,955

営業外収益合計 191,395 118,797

営業外費用   

支払利息 48,881 32,896

手形売却損 3,740 －

その他 17 324

営業外費用合計 52,639 33,221

経常利益 1,401,733 1,509,270

特別利益   

貸倒引当金戻入額 40 70

固定資産売却益 2,991 544

特別利益合計 3,031 615

特別損失   

固定資産売却損 1,674 117

固定資産除却損 10,053 6,627

投資有価証券売却損 － 2

投資有価証券評価損 48,541 92,162

ゴルフ会員権評価損 600 －

特別損失合計 60,869 98,910

税金等調整前四半期純利益 1,343,896 1,410,975

法人税等 464,334 397,012

少数株主利益 114,822 62,330

四半期純利益 764,739 951,632
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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利益 1,343,896 1,410,975

減価償却費 1,124,184 1,140,902

のれん償却額 11,243 11,243

負ののれん償却額 △51,364 △42,273

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,573 4,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 323 △7,377

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,976 △69,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 △70

受取利息及び受取配当金 △29,235 △13,119

支払利息 48,881 32,896

投資有価証券売却損益（△は益） － 2

投資有価証券評価損益（△は益） 48,541 92,162

ゴルフ会員権評価損 600 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1,316 △427

有形固定資産除却損 10,053 6,627

売上債権の増減額（△は増加） △3,782,043 △968,601

たな卸資産の増減額（△は増加） △242,665 68,565

仕入債務の増減額（△は減少） 1,213,228 1,701,217

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,908 49,999

その他 198,374 △59,395

小計 △100,836 3,358,337

利息及び配当金の受取額 28,661 13,747

利息の支払額 △50,128 △31,965

法人税等の支払額 △146,262 △636,947

法人税等の還付額 130,789 586

特別退職金の支払額 － △7,345

移転費用の支払額 － △15,936

営業活動によるキャッシュ・フロー △137,776 2,680,477

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △392,023 △584,875

定期預金の払戻による収入 444,133 598,986

有形固定資産の取得による支出 △1,396,790 △728,877

有形固定資産の売却による収入 9,741 2,255

無形固定資産の取得による支出 △15,917 △23,005

投資有価証券の取得による支出 △94,699 △5,906

投資有価証券の売却による収入 － 9

その他 △8,594 287

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,454,152 △741,126
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 789,401 193,553

長期借入れによる収入 1,400,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,220,819 △980,741

自己株式の取得による支出 △200 △50,156

配当金の支払額 △209,300 △167,391

少数株主からの払込みによる収入 124,712 －

少数株主への配当金の支払額 △123,814 △18,634

その他 △3,063 △4,191

財務活動によるキャッシュ・フロー 756,916 △1,027,561

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90,072 △121,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △925,085 790,178

現金及び現金同等物の期首残高 2,425,197 2,463,705

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,500,112 3,253,884
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

（単位：千円） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な製品 

 (1) プラスチック成形事業……プラスチック成形部品及び金型 

 (2) 精密プレス部品事業………精密プレス部品及び金型 

 (3) プリント基板事業…………プリント基板 

３ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法

の改正を契機として見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変

更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が「プラスチック成

形事業」で2,138千円、「精密プレス部品事業」で5,305千円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

（単位：千円） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な製品 

 (1) プラスチック成形事業……プラスチック成形部品及び金型 

 (2) 精密プレス部品事業………精密プレス部品及び金型 

 (3) プリント基板事業…………プリント基板 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

プラスチック
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計 消去又は全社 連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,840,446 2,700,477 279,014 20,819,938 ― 20,819,938

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

21,906 93,208 6,525 121,641 (121,641) ―

計 17,862,353 2,793,685 285,540 20,941,579 (121,641) 20,819,938

  営業利益又は 
  営業損失(△)

1,001,663 282,247 △20,932 1,262,977 ― 1,262,977

プラスチック
成形事業

精密プレス
部品事業

プリント基板
事業

計 消去又は全社 連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

14,521,260 2,342,902 206,402 17,070,565 ― 17,070,565

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

21,925 101,751 5,037 128,714 (128,714) ―

計 14,543,185 2,444,653 211,440 17,199,279 (128,714) 17,070,565

  営業利益又は 
  営業損失(△)

1,098,148 326,716 △1,169 1,423,695 ― 1,423,695
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

（単位：千円） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア地域……ベトナム国、シンガポール国、中華人民共和国、マレーシア国 

３ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法

の改正を契機として見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変

更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は7,443

千円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

（単位：千円） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア地域……ベトナム国、シンガポール国、中華人民共和国、マレーシア国 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 アジア地域 計 消去又は全社 連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

16,212,404 4,607,533 20,819,938 ― 20,819,938

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

244,066 3,013,777 3,257,843 (3,257,843) ―

計 16,456,470 7,621,311 24,077,782 (3,257,843) 20,819,938

  営業利益 573,533 718,902 1,292,436 (29,458) 1,262,977

日本 アジア地域 計 消去又は全社 連結

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

12,595,148 4,475,416 17,070,565 ― 17,070,565

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

210,752 1,279,026 1,489,779 (1,489,779) ―

計 12,805,901 5,754,443 18,560,344 (1,489,779) 17,070,565

  営業利益 756,046 654,400 1,410,446 13,248 1,423,695
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア地域………東南アジア及び東アジア諸国 

 (2) その他の地域……ヨーロッパ諸国及び中南米諸国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア地域………東南アジア及び東アジア諸国 

 (2) その他の地域……ヨーロッパ諸国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アジア地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,499,818 95,775 4,595,594

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 20,819,938

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

21.6 0.5 22.1

アジア地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,327,889 72,012 4,399,901

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 17,070,565

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.4 0.4 25.8

(6) 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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