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

24年3月期第3四半期 17,376 △19.7 △302 ― △619 ― △830 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,352百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 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3四半期 △35.66 ―

23年3月期第3四半期 19.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 26,327 15,383 58.4
23年3月期 28,330 16,736 59.0

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  15,364百万円 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  ：  有  

 配当予想の修正については、本日（平成24年２月３日）公表いたしました「通期業績予想の修正および配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 連結業績予想の修正については、本日（平成24年２月３日）公表いたしました「通期業績予想の修正および配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 23,100 △15.9 △500 ― △1,000 ― △1,200 ― △51.53



(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3Q 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3Q 23,287,105 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3Q 23,287,160 株 23年3月期3Q 19,680,258 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、震災の影響から持ち直す動きがあ

った需要も、タイの洪水による電子機器メーカーの部品不足による生産調整が見られ、加えて円

高の長期化や景況感の悪化による需要の減少など、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３四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］ 

当事業の半導体検査用ＩＣソケット製品は、ＤＲＡＭ向けが半導体メーカーの投資の端境期で

需要が減少するなど、全般的に力強さに欠ける推移となりました。しかしながら、スマートフォ

ンやタブレットＰＣの活況により関連する半導体メーカーからの旺盛な需要を受注・売上に結び

つけることができました。 

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］ 

当事業のコネクタ製品は、欧米経済の景気減速でクリスマス商戦向け需要が不振であったう

え、タイの洪水による影響でデジタルカメラやプリンタなどの電子機器向け製品出荷の減少が響

き、受注・売上ともに低調な推移となりました。しかしながら、フレキシブルプリント配線板ケ

ーブル製品（ＹＦＬＥＸ）は、国内アミューズメント市場やカーナビ市場向けが堅調な推移とな

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］ 

当事業においては、市場シェア奪取を目指し積極的に投資を行いましたが、市況の低迷による

需要減に加え、新規商談の成約が低迷し、売上は予想を大きく下回ることとなりました。 

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

損失 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前年比で増収と改善して

おりますが、タイの洪水による影響で一時的に売上が落ち込んでおります。一方、損益構造の改

革を図るため、希望退職募集や海外生産シフトなどの経営改革を実施しました。 

その結果、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益 百万円（前年同期比
％増）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、受注・売上ともに回復傾向となっております。 

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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

17,376 19.7

302 1,342 619

657 830 412

6,083 15.6 567 19.1

8,095 13.5 230 73.4

1,209 50.4 707

67

1,150 26.0 37 211.8

837 51.5 178

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、生産設備の取得があったものの減価償却費が増加したことなどから 百万円
の減少となりました。 

 投資その他の資産は、投資有価証券評価差額が減少したことなどから 百万円の減少となり
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、売上高の減少に伴う仕入債務の減少や短期借入金の返済のほか、賞与の支給によ

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23年11月４日に公表しました平成24年３月期の通期連結業績予想につきましては、本日公

表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正いたします。  

   

26,327 2,002

1,625

44

282

10,943 650

754

103

15,383 1,352

830
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,741,626 5,059,875

受取手形及び売掛金 4,340,518 4,369,950

商品及び製品 1,451,162 1,119,252

仕掛品 238,406 302,544

原材料及び貯蔵品 1,388,351 1,759,095

繰延税金資産 85,911 52,659

その他 838,737 792,843

貸倒引当金 △14,020 △10,721

流動資産合計 15,070,695 13,445,498

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,850,687 3,013,617

機械装置及び運搬具（純額） 2,443,533 2,405,467

工具、器具及び備品（純額） 1,560,770 1,677,124

土地 3,473,383 3,470,047

リース資産（純額） 36,886 49,024

建設仮勘定 396,001 101,385

有形固定資産合計 10,761,262 10,716,667

無形固定資産   

のれん 28,237 7,059

その他 135,687 106,306

無形固定資産合計 163,925 113,365

投資その他の資産   

投資有価証券 1,302,753 965,265

繰延税金資産 111,702 100,823

その他 1,009,984 1,076,684

貸倒引当金 △89,873 △90,837

投資その他の資産合計 2,334,566 2,051,935

固定資産合計 13,259,754 12,881,968

資産合計 28,330,450 26,327,466
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,887,456 1,490,545

短期借入金 6,673,840 6,336,683

未払法人税等 64,033 42,266

賞与引当金 293,886 137,130

役員賞与引当金 4,000 －

繰延税金負債 54,445 74,765

その他 1,357,958 1,499,982

流動負債合計 10,335,621 9,581,374

固定負債   

長期借入金 625,000 894,000

退職給付引当金 18,233 46,277

役員退職慰労引当金 37,172 37,901

資産除去債務 17,103 17,398

繰延税金負債 241,303 137,184

その他 319,790 229,352

固定負債合計 1,258,604 1,362,114

負債合計 11,594,225 10,943,489

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 1,912,821

自己株式 △3,718 △3,733

株主資本合計 17,791,570 16,961,099

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 △34,040

為替換算調整勘定 △1,271,441 △1,562,727

その他の包括利益累計額合計 △1,075,294 △1,596,767

少数株主持分 19,948 19,645

純資産合計 16,736,224 15,383,977

負債純資産合計 28,330,450 26,327,466
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 21,641,893 17,376,095

売上原価 15,708,625 13,240,574

売上総利益 5,933,268 4,135,520

販売費及び一般管理費   

給料 1,894,848 1,935,717

賞与 243,602 143,366

福利厚生費 312,175 319,326

運賃諸掛 338,445 251,054

旅費及び交通費 174,450 178,232

減価償却費 201,384 170,091

支払手数料 163,587 155,688

賃借料 246,936 245,310

雑費 1,015,828 1,038,776

販売費及び一般管理費合計 4,591,260 4,437,564

営業利益又は営業損失（△） 1,342,008 △302,043

営業外収益   

受取利息 8,745 7,645

受取配当金 18,927 18,756

持分法による投資利益 － 1,536

スクラップ売却益 28,530 31,907

助成金収入 21,738 128,594

その他 31,843 34,631

営業外収益合計 109,786 223,073

営業外費用   

支払利息 152,339 133,869

為替差損 569,122 334,902

持分法による投資損失 5,391 －

その他 67,638 71,331

営業外費用合計 794,491 540,103

経常利益又は経常損失（△） 657,303 △619,074
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 14,010 778

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 － 2,042

その他 1,500 －

特別利益合計 331,245 2,821

特別損失   

固定資産除却損 60,291 －

固定資産売却損 9,737 869

投資有価証券評価損 2,990 －

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 －

特別退職金 20,225 88,729

その他 6 －

特別損失合計 100,932 109,598

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（△）

887,615 △725,851

法人税、住民税及び事業税 203,583 61,789

法人税等調整額 271,880 43,173

法人税等合計 475,464 104,963

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（△）

412,151 △830,814

少数株主損失（△） △19 △358

四半期純利益又は四半期純損失（△） 412,171 △830,455
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

412,151 △830,814

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △61,620 △230,187

為替換算調整勘定 △282,045 △281,413

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,814 △10,033

その他の包括利益合計 △353,480 △521,634

四半期包括利益 58,671 △1,352,448

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 58,829 △1,351,929

少数株主に係る四半期包括利益 △158 △519
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）   

Ⅰ 前第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） 

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．セグメント利益又は損失（△）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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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。 

  

（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  7,206,623  9,356,342 2,438,059 913,014 1,727,086 21,641,124 769  21,641,893 － 21,641,893

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 21,641,124 20,985  21,662,109 △20,215 21,641,893

セグメント利益

又は損失（△）  701,440  867,507 △67,715 11,961 45,237 1,558,431 542  1,558,974 △216,965 1,342,008

  金額 

全社費用※  △344,388

内部取引消去  95,528

棚卸資産の調整額  38,192

  （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  6,083,008  8,095,530 1,209,171 1,150,386 837,257 17,375,354 740  17,376,095 － 17,376,095

セグメント間

の内部売上高 
 －  － － － － － 20,122  20,122 △20,122 －

計  6,083,008  8,095,530 1,209,171 1,150,386 837,257 17,375,354 20,862  17,396,217 △20,122 17,376,095

セグメント利益

又は損失（△）  567,251  230,597 △707,159 37,297 △178,337 △50,351 587  △49,764 △252,279 △302,043

△271,052 18,773

- 9 -

山一電機㈱（6941）平成24年３月期　第３四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

（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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