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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 21,641 43.0 1,342 ― 657 ― 412 ―

22年3月期第3四半期 15,129 △20.3 △786 ― △1,127 ― △1,226 ―

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

23年3月期第3四半期 19.73 ―

22年3月期第3四半期 △64.67 ―

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

23年3月期第3四半期 29,526 16,888 57.1 724.35
22年3月期 28,686 15,908 55.4 837.40

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  16,868百万円 22年3月期  15,888百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 27,400 29.4 1,400 ― 700 ― 350 ― 16.30



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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報告書の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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 23,289,775株 22年3月期  20,537,875株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,542株 22年3月期  1,563,875株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 20,886,955株 22年3月期3Q  18,974,080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の当社グループが関連するエレクトロニクス市場は、中国等アジア

新興国向け輸出に支えられ回復してきましたが、秋口以降の景気刺激策の効果一巡や急激な円高

の進行と高止まりなどの影響が懸念され、不透明な状況が続いています。 

このような状況の中で当社グループは、電子部品市場に加え、急成長している太陽電池市場に

新製品提案や販売活動を積極的に展開し、受注・売上の拡大に取り組んできました。また、中国

やフィリピン等の海外工場を拡充する一方で、製造固定費や販売管理費等の経費削減を図り、利

益改善に努めてきました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間において売上高は 百万円（前年同期比 ％

増）、営業利益は 百万円（前年同期は 百万円の営業損失）となりましたが、円高による

為替差損 百万円等の計上により、経常利益は 百万円（前年同期は 百万円の経常損

失）、四半期純利益は 百万円（前年同期は 百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりとなります。 

［テストソリューション事業］ 

当事業主力の半導体検査用ＩＣソケット製品は、上期においては新しい機能を持った電子機器

の台頭により半導体の新製品開発は活発となり旺盛な需要が続きました。下期においては一転し

て半導体設備投資の引き締めにより売上は減少局面となっています。なお、損益改善対策とし

て、フィリピン工場への生産機能移管による製造原価低減を推進しています。 

その結果、売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

［コネクタソリューション事業］ 

当事業主力の小型メモリーカード用コネクタ製品は、デジタルカメラやプリンタ向けを中心に

好調に推移しました。注力しているテレコムネットワーク（クラウド市場など）向けや車載（カ

ーナビゲーションなど）向け新製品の販売も徐々に拡大しています。また、中国の人件費高騰や

人手不足などのリスク対策として、フィリピン工場でのコネクタ生産拡大を推進しています。 

その結果、売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

［ＰＶソリューション事業］ 

当事業の太陽電池モジュール用ジャンクションボックス及びケーブル＆コネクタ製品の販売

は、想定通り拡大したものの、当第３四半期において新製品の量産立上げコストが一時的に増大

したため、営業利益は減少しました。 

その結果、売上高は 百万円、営業損失は 百万円となりました。 

［光関連事業］ 

当事業のデジタルカメラやビデオカメラなどの民生用電子機器向け各種薄膜フィルタ製品並び

に注力している医療用分析装置や監視カメラ及び光通信機器向け各種薄膜フィルタ製品や光測定

装置は、いずれも堅調な推移となりました。 

その結果、売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

［ＥＭＳ事業］ 

マティ株式会社でのフォトカプラ製品の組立事業が５月に終息したこと、フィリピンの基板実

装事業でのユーザーからの部品無償支給比率が増加したことなどから、売上は減少しています。

その結果、売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

21,641 43.0

1,342 786

569 657 1,127

412 1,226

7,206 701

9,356 867

2,438 67

913 11

1,727 45
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の総資産は、 百万円（前期末比 百万円増加）となりました。流動資

産は、公募増資及び新規借入による現金及び預金の増加などにより 百万円の増加となりまし

た。有形固定資産は、主に生産設備の取得により 百万円の増加となりました。投資その他の

資産は、投資有価証券評価差額の減少や、従来、持分法を適用していた子会社を連結の範囲に含

めたことによる持分法適用子会社に対する貸付金の減少などにより 百万円の減少となりまし

た。 

 負債は、 百万円（前期末比 百万円減少）となりました。これは主に、新規借入によ

る借入金の増加及び設備のリース化によるリース債務の増加があったものの、ＥＭＳ事業でのユ

ーザーからの部品無償支給比率が増加したことなどによる仕入債務の減少があったことによるも

のであります。 

純資産は、 百万円（前期末比 百万円増加）となりました。株主資本は、公募増資や

四半期純利益の計上などにより 百万円増加いたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

テストソリューション事業及びコネクタソリューション事業において、売上見込が当初予想よ

り減少していることに加え、ＰＶソリューション事業において、量産立上費用が想定より増大し

たことにより、営業利益見込が当初予想より減少しています。また、当該状況と円高による為替

差損の計上により経常利益が減少し、これらに伴う繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整額

の増加もあり当期純利益が減少する見込みであることから、連結及び個別の通期業績予想を修正

しました。 

詳細は、平成23年２月４日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ 千円減少し、税金等調整前四半期純利

益は 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は 千円であります。 

（重要な引当金の計上基準の変更） 

賞与引当金  

当社及び一部の連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込

額の当第３四半期連結累計期間負担額を計上しております。 

（追加情報） 

従来、当社及び一部の連結子会社の従業員に対する賞与の未払額については、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、業績の変動が激しくなり四半期連結財務諸表作

成時において支給額を確定することが困難となったことから、当第３四半期連結累計期間よ

り、「賞与引当金」として表示しております。 

この変更が損益に与える影響はありません。 

なお、前第３四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれている賞与の未払額の

金額は 千円であります。  

  

29,526 840

813

371

294

12,638 139

16,888 979

1,332

２．その他の情報

549

8,232

16,719

194,862
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,317,794 4,072,370

受取手形及び売掛金 5,779,900 7,372,965

商品及び製品 1,438,431 1,260,885

仕掛品 357,882 446,143

原材料及び貯蔵品 1,724,782 1,703,654

繰延税金資産 135,959 141,702

その他 761,659 679,725

貸倒引当金 △43,409 △18,097

流動資産合計 16,473,002 15,659,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,853,513 2,927,114

機械装置及び運搬具（純額） 2,201,721 2,031,656

工具、器具及び備品（純額） 1,556,987 1,518,227

土地 3,526,594 3,531,657

リース資産（純額） 39,196 8,924

建設仮勘定 408,897 197,779

有形固定資産合計 10,586,911 10,215,360

無形固定資産   

のれん 35,297 56,475

その他 136,574 165,750

無形固定資産合計 171,871 222,225

投資その他の資産   

投資有価証券 1,309,507 1,442,669

繰延税金資産 96,268 131,671

その他 985,665 1,112,001

貸倒引当金 △96,521 △96,713

投資その他の資産合計 2,294,920 2,589,628

固定資産合計 13,053,703 13,027,214

資産合計 29,526,706 28,686,565
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,194,983 4,191,644

短期借入金 6,370,868 5,380,088

未払法人税等 81,870 98,254

賞与引当金 204,285 －

役員賞与引当金 2,999 7,000

繰延税金負債 114,700 38,651

その他 1,548,577 1,735,827

流動負債合計 11,518,285 11,451,465

固定負債   

長期借入金 525,000 1,040,910

退職給付引当金 20,289 97,546

役員退職慰労引当金 38,305 41,821

資産除去債務 17,007 －

繰延税金負債 209,474 96,490

その他 310,170 50,119

固定負債合計 1,120,248 1,326,888

負債合計 12,638,533 12,778,353

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,047,063 10,013,634

資本剰余金 9,580,902 10,971,518

利益剰余金 △1,578,424 △1,990,595

自己株式 △3,702 △2,281,321

株主資本合計 18,045,839 16,713,236

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 194,756 256,376

為替換算調整勘定 △1,372,441 △1,080,720

評価・換算差額等合計 △1,177,685 △824,343

少数株主持分 20,018 19,319

純資産合計 16,888,172 15,908,211

負債純資産合計 29,526,706 28,686,565

- 5 -

山一電機㈱（6941）平成23年３月期　第３四半期決算短信



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

売上高 15,129,868 21,641,893

売上原価 11,776,936 15,708,625

売上総利益 3,352,932 5,933,268

販売費及び一般管理費   

給料 1,769,714 1,894,848

賞与 150,713 243,602

福利厚生費 277,890 312,175

運賃諸掛 246,976 338,445

旅費及び交通費 136,342 174,450

減価償却費 235,549 201,384

支払手数料 174,709 163,587

賃借料 280,418 246,936

雑費 867,217 1,015,828

販売費及び一般管理費合計 4,139,531 4,591,260

営業利益又は営業損失（△） △786,598 1,342,008

営業外収益   

受取利息 11,273 8,745

受取配当金 27,994 18,927

スクラップ売却益 － 28,530

助成金収入 74,663 21,738

その他 84,223 31,843

営業外収益合計 198,154 109,786

営業外費用   

支払利息 129,366 152,339

為替差損 224,474 569,122

持分法による投資損失 122,418 5,391

その他 63,218 67,638

営業外費用合計 539,478 794,491

経常利益又は経常損失（△） △1,127,922 657,303

特別利益   

固定資産売却益 16,873 14,010

投資有価証券売却益 279,470 12,187

退職給付引当金戻入額 － 243,247

退職給付制度終了益 253,839 －

受取補償金 － 60,300

その他 2,303 1,500

特別利益合計 552,486 331,245

特別損失   

固定資産除却損 53,600 60,291

固定資産売却損 37,694 9,737

投資有価証券評価損 1,233 2,990

特別退職金 560,157 20,225

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,682

その他 － 6

特別損失合計 652,686 100,932

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,228,121 887,615
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（単位：千円）

前第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) 

当第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) 

法人税、住民税及び事業税 96,697 203,583

法人税等調整額 △97,238 271,880

法人税等合計 △540 475,464

少数株主損益調整前四半期純利益 － 412,151

少数株主損失（△） △598 △19

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,226,982 412,171
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,228,121 887,615

減価償却費 1,307,842 1,287,013

受取利息及び受取配当金 △39,268 △27,673

支払利息 129,366 152,339

為替差損益（△は益） 181,573 447,888

売上債権の増減額（△は増加） △1,329,477 1,406,708

たな卸資産の増減額（△は増加） △698,522 △301,227

仕入債務の増減額（△は減少） 318,498 △912,088

その他 429,715 44,964

小計 △928,393 2,985,541

利息及び配当金の受取額 37,929 26,343

利息の支払額 △144,972 △160,804

特別退職金の支払額 △810,114 △99,698

法人税等の支払額 △106,147 △223,052

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,951,698 2,528,330

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 △1,266,529 △1,630,304

有形固定資産の売却による収入 45,297 81,662

投資有価証券の売却による収入 409,365 19,791

保険積立金の払戻による収入 431,339 345

その他 △185,815 △56,210

投資活動によるキャッシュ・フロー △566,342 △1,584,716

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） 3,225 318,396

長期借入れによる収入 950,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △748,624 △234,874

株式の発行による収入 － 587,255

自己株式の処分による収入 － 333,202

配当金の支払額 △1,011 △94

その他 △39,941 38,008

財務活動によるキャッシュ・フロー 163,648 1,441,893

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,947 △145,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,377,340 2,239,767

現金及び現金同等物の期首残高 5,993,787 4,066,656

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 6,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,616,447 6,312,602
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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） 

電子・電気機器関連部品の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計及び営業

利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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）  

  

〔海外売上高〕 

前第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） 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、本社に製品別の事業推進部を置き、各事業推進部は取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開しております。また、光関連事業及びＥＭＳ事業については、中核グループ企業が中心とな

って取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。  

 したがって、当社グループは、事業推進部及びグループ企業を基礎とした製品別のセグメントを下記の５つの報告

セグメントとしております。なお、ＥＭＳ事業は、液晶組立事業と基板実装事業の２つの事業セグメントを集約して

おります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
アジア

（千円） 
欧州

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,930,546  1,666,329 4,497,477 2,035,515  15,129,868  －  15,129,868

(2）セグメント間の内部売上高  3,804,498  72,633 4,372,062 63,310  8,312,506  △8,312,506  －

  計  10,735,045  1,738,963 8,869,539 2,098,826  23,442,375  △8,312,506  15,129,868

 営業利益又は営業損失（△）  26,478  △42,102 394,934 △169,426  209,883  △996,482  △786,598

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,666,329  4,591,597  2,035,515  8,293,442

Ⅱ 連結売上高（千円）       15,129,868

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 11.0  30.3  13.5  54.8
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各事業区分の主要製品 

２．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 

当第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） 

（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．セグメント利益の調整額の主な内容は以下のとおりであります。 

                    （単位：千円）  

※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

 当社は、平成22年８月30日付で、公募による新株式の発行及び自己株式の処分を行い、払込みを受けました。ま

た、平成22年９月27日付で、野村證券株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半

期連結累計期間において資本金は 千円増加し、資本剰余金は 千円、自己株式は 千円減少

し、当第３四半期連結会計期間末において資本金は 千円、資本剰余金は 千円、自己株式は

千円となっております。  

  

事業区分 主要製品・サービス 

テストソリューション事業 
バーンインソケット、テストソケット、プローブカード、半導体テスト関連サ

ービス 

コネクタソリューション事業 
カードコネクタ、実装用ＩＣソケット、高速伝送用コネクタ、その他各種コネ

クタ、ＹＦＬＥＸ（高速伝送用ケーブル、実装基板） 

ＰＶソリューション事業 太陽電池モジュール用ジャンクションボックス、ケーブル＆コネクタ 

光関連事業 

ＲＧＢフィルタ、ＵＶ／ＩＲカットフィルタ、ダイクロイックフィルタ・ミラ

ー、蛍光ダイクロイックフィルタ、ショート／ロングパスフィルタ、バンドパ

スフィルタ、半導体レーザ光源 

ＥＭＳ事業 液晶組立サービス、基板実装サービス 

  （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 
 7,206,623  9,356,342 2,438,059 913,014 1,727,086 21,641,125 769  21,641,894 － 21,641,894

セグメント間

の内部売上高 
 －  － － － － － 20,215  20,215 △20,215 －

計  7,206,623  9,356,342 2,438,059 913,014 1,727,086 21,641,125 20,984  21,662,109 △20,215 21,641,894

セグメント利益  701,441  867,507 △67,716 11,961 45,238 1,558,431 542  1,558,973 △216,965 1,342,008

  当第３四半期連結累計期間 

全社費用※  △344,388

内部取引消去  95,529

棚卸資産の調整額  38,192

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

33,429 1,390,616 2,277,645

10,047,063 9,580,902

3,702
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