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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 15,156 △12.8 △917 ― △838 ― △2,468 ―
24年3月期第3四半期 17,376 △19.7 △302 ― △619 ― △830 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △2,321百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1,352百万円 （―％）

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3四半期 △105.99 ―
24年3月期第3四半期 △35.66 ―

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

25年3月期第3四半期 23,062 12,684 54.9 543.91
24年3月期 26,238 15,006 57.1 643.58
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  12,666百万円 24年3月期  14,987百万円

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  
 

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

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）  
（％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25年２月８日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」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 20,000 △13.7 △1,200 ― △960 ― △2,580 ― △110.79



(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に対する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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 23,289,775 株 24年3月期 23,289,775 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,790 株 24年3月期 2,790 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 23,286,985 株 24年3月期3Q 23,287,160 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における当社グループの経営環境は、長期化する欧州諸国の財政・

金融問題の深刻化、中国をはじめとする新興国経済の減速懸念など景気の先行きは不透明な状況

が続いておりましたが、12月に発足した新政権への期待から円安・株高が進行し、変化の兆しが

見られるようになりました。 

 当社グループに関連するエレクトロニクス業界においては、スマートフォンやタブレット端末

は好調に推移しているものの、ノートパソコン、テレビおよびデジタルカメラ等のデジタル家電

製品の販売不振や半導体設備投資の低迷が長期化しており、全般的に低調な推移となっておりま

す。 

 このような経営環境の中で当社グループは、ＰＶソリューション事業廃止等の基幹事業への経

営資源の集中やコスト構造の改革を強力に推進するとともに、希望退職者募集等による人員の適

正化、役員報酬および従業員給与・賞与の減額等を実施し、固定費の削減に取り組んでまいりま

した。しかしながら、主たる事業分野であるデジタル家電市場の低迷や半導体市場の投資減退は

想定よりも長期化いたしました。 

 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15,156百万円（前年同期比

12.8％減）と大幅な減収となりました。損益面においては、大幅な減収により営業損失917百万

円（前年同期は営業損失302百万円）となりましたが、円安による為替差益178百万円の計上もあ

り、経常損失838百万円（前年同期は経常損失619百万円）、希望退職者募集による特別退職加算

金635百万円や固定資産減損損失837百万円等の特別損失の計上により、四半期純損失2,468百万

円（前年同期は四半期純損失830百万円）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、当第３四半期においても国内外ともに半導体設備

投資は低迷し、テストソケット製品およびバーンインソケット製品の売上は低調な推移となりま

した。 

 その結果、売上高5,578百万円（前年同期比8.3％減）、営業利益189百万円（前年同期比

66.6％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、通信インフラ向け光モジュールケーブル製品の量産出荷の遅れや主

力のデジタルカメラ、プリンタおよびテレビ等のデジタル家電向け販売の落ち込みにより、低調

な推移となりました。 

 その結果、売上高6,870百万円（前年同期比15.1％減）、営業損失423百万円（前年同期は営業

利益230百万円）となりました。 

  

［ＰＶソリューション事業］ 

 当事業は、ジャンクションボックス製品の継続案件以外は９月末の事業廃止により、新規受注

は停止しております。 

 その結果、売上高913百万円（前年同期比24.4％減）、営業損失353百万円（前年同期は営業損

失707百万円）となりました。 

  

［光関連事業］ 

 当事業のフィルタ製品は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ等の映像機器向け販売が低

調な推移となりました。 

 その結果、売上高890百万円（前年同期比22.6％減）、営業利益1百万円（前年同期比96.8％

減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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［ＥＭＳ事業］ 

 マティ株式会社でのＥＭＳ事業は、タッチパネル向け検査業務の新規立ち上げと同時に希望退

職者募集による固定費の削減を実施いたしました。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、ＨＤＤの市況低迷の影響を受け低調な推移となりました。 

 その結果、売上高903百万円（前年同期比7.9％増）、営業損失84百万円（前年同期は営業損失

178百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、 百万円（前期末比 百万

円減）となりました。 

 流動資産は、当社及び子会社において特別退職金の支払い等により現金及び預金が減少したこ

と及び売上高が減少したことにより受取手形及び売掛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、コネクタソリューション事業、ＰＶソリューション事業及びＥＭＳ事業の工

場設備等について減損損失を計上したことなどから 百万円の減少となりました。 

 投資その他の資産は、投資有価証券の評価額が減少したことなどから 百万円の減少となり

ました。 

 負債合計につきましては、 百万円（前期末比 百万円減）となりました。 

 流動負債は、売上高の減少に伴う仕入高の減少により支払手形及び買掛金が減少したこと及び

短期借入金が減少したことなどから 百万円の減少となりました。 

 固定負債につきましては、子会社において社債を発行したこと及び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。  

 純資産合計につきましては、 百万円（前期末比 百万円減）となりました。 

 株主資本は、当期純損失を計上したことから 百万円の減少となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月26日に公表いたしました平成25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「通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正いたします。 

  

  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、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日以後に取

得した有形固定資産（当社が所有する金型を除く。）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。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失への影響は軽微であります。   

   

23,062 3,176

2,347
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10,377 854

1,084

229

12,684 2,321

2,468

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,297,850 3,739,311

受取手形及び売掛金 4,498,599 3,821,857

商品及び製品 1,195,825 1,070,035

仕掛品 312,821 318,798

原材料及び貯蔵品 1,639,621 1,698,851

繰延税金資産 38,946 32,631

その他 734,554 726,532

貸倒引当金 △11,109 △48,611

流動資産合計 13,707,110 11,359,407

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,024,414 2,998,635

機械装置及び運搬具（純額） 1,952,432 1,375,451

工具、器具及び備品（純額） 1,618,172 1,420,414

土地 3,472,112 3,475,488

リース資産（純額） 52,488 44,131

建設仮勘定 109,394 196,928

有形固定資産合計 10,229,014 9,511,049

無形固定資産 106,442 93,105

投資その他の資産   

投資有価証券 1,154,487 1,079,280

繰延税金資産 122,330 130,615

その他 1,033,628 1,008,909

貸倒引当金 △114,653 △125,885

投資その他の資産合計 2,195,793 2,092,921

固定資産合計 12,531,249 11,697,076

繰延資産 － 5,734

資産合計 26,238,360 23,062,217
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,560,037 1,172,170

1年内償還予定の社債 － 35,000

短期借入金 6,331,270 5,552,786

未払法人税等 49,489 33,178

賞与引当金 252,731 94,663

繰延税金負債 80,909 66,276

その他 1,462,055 1,698,294

流動負債合計 9,736,494 8,652,370

固定負債   

社債 － 215,000

長期借入金 745,000 765,200

退職給付引当金 53,232 37,760

役員退職慰労引当金 41,705 40,612

資産除去債務 17,497 17,799

繰延税金負債 173,214 152,832

その他 464,455 495,663

固定負債合計 1,495,104 1,724,868

負債合計 11,231,599 10,377,238

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,047,063 10,047,063

資本剰余金 5,004,947 4,520,001

利益剰余金 1,205,403 △777,840

自己株式 △3,754 △3,754

株主資本合計 16,253,660 13,785,470

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 108,548 71,465

為替換算調整勘定 △1,375,125 △1,190,896

その他の包括利益累計額合計 △1,266,577 △1,119,430

少数株主持分 19,677 18,939

純資産合計 15,006,760 12,684,979

負債純資産合計 26,238,360 23,062,217
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 17,376,095 15,156,544

売上原価 13,240,574 12,007,433

売上総利益 4,135,520 3,149,110

販売費及び一般管理費   

給料 1,935,717 1,837,261

賞与 143,366 63,561

福利厚生費 319,326 306,851

運賃諸掛 251,054 199,426

旅費及び交通費 178,232 158,715

減価償却費 170,091 161,037

支払手数料 155,688 149,483

賃借料 245,310 241,838

雑費 1,038,776 948,501

販売費及び一般管理費合計 4,437,564 4,066,676

営業損失（△） △302,043 △917,565

営業外収益   

受取利息 7,645 7,616

受取配当金 18,756 15,848

為替差益 － 178,786

持分法による投資利益 1,536 －

スクラップ売却益 31,907 30,191

助成金収入 128,594 49,950

その他 34,631 37,956

営業外収益合計 223,073 320,349

営業外費用   

支払利息 133,869 136,271

為替差損 334,902 －

持分法による投資損失 － 26,245

その他 71,331 78,862

営業外費用合計 540,103 241,379

経常損失（△） △619,074 △838,595
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 778 9,408

ゴルフ会員権売却益 2,042 －

特別利益合計 2,821 9,408

特別損失   

固定資産売却損 869 33

減損損失 － 837,178

持分変動損失 19,999 5,739

特別退職金 88,729 635,920

関係会社清算損 － 72,881

その他 － 8,476

特別損失合計 109,598 1,560,231

税金等調整前四半期純損失（△） △725,851 △2,389,419

法人税、住民税及び事業税 61,789 102,582

法人税等調整額 43,173 △22,916

法人税等合計 104,963 79,665

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △830,814 △2,469,084

少数株主損失（△） △358 △894

四半期純損失（△） △830,455 △2,468,189
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △830,814 △2,469,084

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △230,187 △37,082

為替換算調整勘定 △281,413 171,382

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,033 13,002

その他の包括利益合計 △521,634 147,302

四半期包括利益 △1,352,448 △2,321,781

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,351,929 △2,321,043

少数株主に係る四半期包括利益 △519 △738
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。   

  

Ⅰ 前第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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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 
 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
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１．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．ＰＶソリューション事業は平成24年９月30日付けで廃止しており、当第３四半期連結会計期間におい

ては、新規受注は停止し、保有在庫の消化を目的とした取引のみ行っております。 

３．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。 

４．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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

コネクタソリューション事業、ＰＶソリューション事業及びＥＭＳ事業の資産について、当初想定し

た収益が見込めなくなったことから減損損失を計上いたしました。その内訳は、コネクタソリューショ

ン事業 千円、ＰＶソリューション事業 千円、ＥＭＳ事業 千円であります。 

  （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 
 5,578,174  6,870,512 913,559 890,001 903,603 15,155,851 692  15,156,544 － 15,156,544

セグメント間

の内部売上高 
 －  － － － － － 20,359  20,359 △20,359 －

計  5,578,174  6,870,512 913,559 890,001 903,603 15,155,851 21,052  15,176,904 △20,359 15,156,544

セグメント利益

又は損失（△） 
 189,427  △423,680 △353,111 1,200 △84,394 △670,557 795  △669,762 △247,803 △917,565

△250,513 2,709

788,324 25,381 23,473
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