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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 5,725 △23.0 △40 ― △156 ― △185 ―

23年3月期第1四半期 7,432 79.0 481 ― 157 ― 339 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △165百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △58百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △7.97 ―

23年3月期第1四半期 17.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 27,999 16,570 59.1
23年3月期 28,330 16,736 59.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  16,550百万円 23年3月期  16,716百万円

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  

（注）当社は定款において期末日を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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 11,940 △22.7 80 △94.3 △60 ― △210 ― △9.02

通期 26,900 △2.1 980 △1.7 700 90.9 350 121.6 15.03



(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 

(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
半期連結財務諸表の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、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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 23,289,775 株 23年3月期 23,289,775 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,592 株 23年3月期 2,592 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 23,287,183 株 23年3月期1Q 18,973,979 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループが関連するエレクトロニクス業界においては、東日本大震災の影響で、半導体や

電子部品などの部品供給不足による減産が見られ、また、電力不足や円高の進行など、総じて厳

しい状況となりました。 

 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きましたが、充分な成果には

至りませんでした。 

 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（前年同期は営業利益 百万円）、経常損失 百万円（前年同期は

経常利益 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同期は四半期純利益 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］ 

 当事業主力の半導体検査用ＩＣソケット製品は、東日本大震災の影響によるウエハー不足によ

り、半導体検査工程への投資が極めて消極的になり、加えてメモリ向けは投資の端境期となり、

バーンインソケット製品は低調な推移となりました。なお、新製品のプローブピンを搭載したテ

ストソケット製品は高評価を受け、好調なすべり出しとなりました。 

 その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益 百万円（前年同期比
％減）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や高速伝送対応ＦＰＣ／ＦＦＣコネクタ製品

は、デジタルカメラやプリンタ及びカーナビゲーションなどの電子機器メーカーの部品供給不足

による減産の影響を受け、低調な推移となりました。なお、供給網の急速な復旧に伴い、受注は

徐々に回復してきております。 

 その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益 百万円（前年同期比
％減）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製品は、大口受注への量産立上を行っ

ており、一時的に立上げコストが増大しました。また、ケーブル＆コネクタ製品においては、新

製品の認証遅延で下期以降の拡販を見込んでおります。 

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

益 百万円）となりました。 

  

［光関連事業］ 

 当事業主力の映像機器向けフィルタ製品は、新製品の大口受注により、売上は増加しておりま

す。歩留り改善、海外生産シフトによる利益貢献は第２四半期以降となります。 

 その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、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。 

  

［ＥＭＳ事業］ 

 マティ株式会社でのＥＭＳ事業は、フォトカプラ組立事業の終息や液晶パネルメーカーの事業

再編の影響により、大幅な減収となりました。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、主力の基板実装製品であるＨＤＤの生産調整の影響により低調な推移とな

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（前年同期は営業利

益 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

5,725 23.0

40 481 156

157 185 339

1,814 23.6 113 60.0

2,688 17.4 132 58.6

626 9.4 201

13

347 22.8 2

9

247 70.1 77

16
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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 百万円減少）となりま
した。 

 流動資産は、生産設備の取得などにより現金及び預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、生産設備を取得したことなどから 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が増加したことなどから 百万円の増加となり
ました。 

 負債につきましては、 百万円（前期末比 百万円減少）となりました。 

 流動負債は、短期借入金を返済したことや、賞与の支給などにより賞与引当金が減少したこと

などから 百万円の減少となりました。 

 固定負債は、長期借入金が増加したことなどから 百万円の増加となりました。  

 純資産につきましては、 百万円（前期末比 百万円減少）となりました。 

 株主資本は、四半期純損失を計上したことにより 百万円減少いたしました。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24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23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。 

27,999 330

634

174

143

11,429 164

560

396

16,570 165

185
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,741,626 6,102,705

受取手形及び売掛金 4,340,518 4,227,904

商品及び製品 1,451,162 1,324,931

仕掛品 238,406 327,751

原材料及び貯蔵品 1,388,351 1,678,742

繰延税金資産 85,911 114,738

その他 838,737 674,597

貸倒引当金 △14,020 △14,911

流動資産合計 15,070,695 14,436,460

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,850,687 2,805,228

機械装置及び運搬具（純額） 2,443,533 2,435,273

工具、器具及び備品（純額） 1,560,770 1,649,140

土地 3,473,383 3,473,344

リース資産（純額） 36,886 34,554

建設仮勘定 396,001 537,821

有形固定資産合計 10,761,262 10,935,363

無形固定資産   

のれん 28,237 21,178

その他 135,687 128,948

無形固定資産合計 163,925 150,127

投資その他の資産   

投資有価証券 1,302,753 1,402,522

繰延税金資産 111,702 99,183

その他 1,009,984 1,067,597

貸倒引当金 △89,873 △91,383

投資その他の資産合計 2,334,566 2,477,919

固定資産合計 13,259,754 13,563,409

資産合計 28,330,450 27,999,870
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,887,456 1,778,823

短期借入金 6,673,840 6,290,850

未払法人税等 64,033 34,592

賞与引当金 293,886 164,438

役員賞与引当金 4,000 4,000

繰延税金負債 54,445 64,794

その他 1,357,958 1,437,137

流動負債合計 10,335,621 9,774,636

固定負債   

長期借入金 625,000 975,000

退職給付引当金 18,233 21,564

役員退職慰労引当金 37,172 56,029

資産除去債務 17,103 17,202

繰延税金負債 241,303 269,701

その他 319,790 315,328

固定負債合計 1,258,604 1,654,826

負債合計 11,594,225 11,429,462

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,047,063 10,047,063

資本剰余金 9,580,902 5,004,947

利益剰余金 △1,832,677 2,557,650

自己株式 △3,718 △3,718

株主資本合計 17,791,570 17,605,943

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 196,147 251,244

為替換算調整勘定 △1,271,441 △1,306,384

その他の包括利益累計額合計 △1,075,294 △1,055,140

少数株主持分 19,948 19,603

純資産合計 16,736,224 16,570,407

負債純資産合計 28,330,450 27,999,870
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 7,432,302 5,725,415

売上原価 5,443,808 4,258,932

売上総利益 1,988,494 1,466,482

販売費及び一般管理費   

給料 624,958 675,041

賞与 98,111 38,445

福利厚生費 99,334 116,019

運賃諸掛 103,402 87,982

旅費及び交通費 52,499 57,953

減価償却費 65,863 54,338

支払手数料 53,354 60,978

賃借料 87,489 82,552

雑費 322,381 333,194

販売費及び一般管理費合計 1,507,395 1,506,506

営業利益又は営業損失（△） 481,098 △40,023

営業外収益   

受取利息 2,865 2,557

受取配当金 10,923 10,779

スクラップ売却益 11,208 8,576

助成金収入 6,956 42,392

その他 7,938 17,595

営業外収益合計 39,892 81,900

営業外費用   

支払利息 57,805 49,267

為替差損 293,034 113,042

持分法による投資損失 4,172 2,123

その他 8,604 34,222

営業外費用合計 363,616 198,656

経常利益又は経常損失（△） 157,373 △156,780

特別利益   

固定資産売却益 5,085 428

投資有価証券売却益 12,187 －

退職給付引当金戻入額 243,247 －

受取補償金 60,300 －

ゴルフ会員権売却益 － 2,128

その他 2,500 －

特別利益合計 323,320 2,556

特別損失   

固定資産除却損 20,257 －

固定資産売却損 － 58

投資有価証券評価損 3,023 －

持分変動損失 － 19,999

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,682 －

その他 606 －

特別損失合計 31,569 20,058

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（△）

449,124 △174,282

- 6 -

山一電機㈱（6941）平成24年３月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

法人税、住民税及び事業税 89,994 21,627

法人税等調整額 20,179 △10,007

法人税等合計 110,174 11,620

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

338,950 △185,902

少数株主損失（△） △102 △275

四半期純利益又は四半期純損失（△） 339,052 △185,626
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

338,950 △185,902

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △150,632 55,097

為替換算調整勘定 △251,866 △46,065

持分法適用会社に対する持分相当額 5,339 11,054

その他の包括利益合計 △397,159 20,085

四半期包括利益 △58,208 △165,816

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △58,041 △165,472

少数株主に係る四半期包括利益 △167 △344
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 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22年４月１日 至 平成22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．セグメント利益の調整額 千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 千

円及び棚卸資産の調整額 千円が含まれております。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。 

  

Ⅱ 当第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。 

  

 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）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 
 2,374,312  3,255,016 690,738 283,129 828,856 7,432,052 250  7,432,302 － 7,432,302

セグメント間

の内部売上高 
 －  － － － － － 6,844  6,844 △6,844 －

計  2,374,312  3,255,016 690,738 283,129 828,856 7,432,052 7,094  7,439,146 △6,844 7,432,302

セグメント利益  283,715  320,086 13,839 9,065 16,997 643,702 200  643,902 △162,804 481,098

△162,804 △123,584

△47,893

  （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

（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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