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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 32,047 ― 950 ― 1,043 ― 179 ―

20年3月期第1四半期 34,125 14.0 1,645 △2.3 1,893 △5.5 1,220 △2.1

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

21年3月期第1四半期 2.93 ―

20年3月期第1四半期 19.93 ―

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

21年3月期第1四半期 144,603 81,410 54.0 1,275.73
20年3月期 150,060 84,046 53.6 1,314.00

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  78,137百万円 20年3月期  80,482百万円

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  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 67,000 ― 1,400 ― 1,500 ― 500 ― 8.16
通期 140,000 1.1 5,200 8.8 5,400 5.8 2,900 ― 47.35

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  

(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、３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、３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 
・当期連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
・平成20年５月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  63,060,164株 20年3月期  63,060,164株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,810,967株 20年3月期  1,810,362株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  61,249,601株 20年3月期第1四半期  61,251,686株
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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
当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、米国をはじめとした海外景気の減速にともなう輸出の鈍化や、

原油・原材料高による消費低迷、および設備投資の抑制など、総じて軟調気味に推移いたしました。
　エレクトロニクス業界におきましても、年明け以降の在庫調整からは若干回復の動きが見受けられたもの
の、春先の需要の立ち上がりは例年よりも緩やかに推移いたしました。
　このような状況下、当社グループは自動車関連製品およびデジタルAV関連製品、携帯電話、デジタルカメ
ラなどを重点戦略市場と位置付け、グローバル生産販売体制を積極的に展開しながら、お客さまのニーズを
いち早くキャッチし、受注の確保に繋げるべく活動をしてまいりましたが、これら主要製品の需要の立ち上
がりが緩やかであったことに加え、円高の影響もあり、結果として売上高は320億４千７百万円（前年同期比
6.1%減）となりました。
　損益面では、受注が弱含んだことに加えて、昨年度後半から稼働を開始したタイ新工場の操業赤字が影響
し、営業利益は９億５千万円（前年同期比６億９千５百万円減少）、経常利益は10億４千３百万円（前年同期
比８億４千９百万円減少）、四半期純利益は１億７千９百万円（前年同期比10億４千１百万円減少）となりま
した。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）の四半期連結貸借対照表の状況
流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、695億１千９百万円となりました。これは、受取手

形及び売掛金が17億５千３百万円減少したことなどによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.6％減少し、750億４千３百万円となりました。これは、有形固

定資産が37億３千６百万円減少したことなどによるものであります。
　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.6％減少し、1,446億３百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.8％増加し、407億９千５百万円となりました。これは、支払手

形及び買掛金が36億６千万円減少し、短期借入金が19億４千２百万円、賞与引当金が５億８千２百万円、そ
の他が18億４千３百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて15.0％減少し、223億９千７百万円となりました。これは、長期借

入金が45億８千６百万円減少したことなどによるものであります。
　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.3％減少し、631億９千２百万円となりました。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.1％減少し、814億１千万円となりました。これは主として、

為替換算調整勘定が24億５千２百万円減少したことなどによるものであります。

(2) 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　 の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の状況
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末

に比べ５億２千３百万円増加し、167億７千８百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動の結果、得られた資金は19億９千万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純
利益10億６百万円、減価償却費22億２百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額21億８千万円で
あります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動の結果、使用した資金は20億１千５百万円となりました。これは、主に国内における高付加価値
製品製造設備並びにタイ王国の現地法人へ設備投資を行ったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動の結果、得られた資金は10億６千２百万円となりました。これは、主に債権売却による増加13億
９千６百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
為替や原油・原材料価格、インドネシア工場の閉鎖等、業績に与える影響について現在見極め中であり、

現時点では通期業績等につきまして、平成20年５月に発表した業績予想を修正せず、据え置いております。
　なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。
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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)

該当事項はありません。

(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
　1. 簡便な会計処理
　①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　②棚卸資産の評価方法
当第１四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、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方式によっております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した
将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　2. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
　①税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果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。

(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
1. 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基

　  準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19
    年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しておりま
    す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

2. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基
　 準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法
　 （収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
　 この適用による損益への影響はありません。

3. 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委
　 員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連
    結決算上必要な修正を行っております。
　 この適用による利益剰余金及び損益への影響は軽微であります。

4. 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19
　 年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会
　 計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16
    号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引
　 については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に
　 準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
　 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算
　 定する方法によっております。
　 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ
　 いては、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相
　 当額を取得価額として取得したものとしてリース資産の計上する方法によっております。
　 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が固定資産に590百万円計上され、
　 損益への影響はありません。
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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：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,796 16,273

受取手形及び売掛金 38,864 40,617

有価証券 105 124

商品 2,128 2,210

製品 2,624 2,989

原材料 1,717 1,869

仕掛品 4,736 4,511

その他 2,572 2,770

貸倒引当金 △26 △34

流動資産合計 69,519 71,332

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 25,459 27,473

機械装置及び運搬具（純額） 24,152 26,009

土地 11,455 11,529

建設仮勘定 555 487

その他（純額） 1,078 938

有形固定資産合計 62,702 66,438

無形固定資産

のれん 718 791

その他 762 833

無形固定資産合計 1,480 1,624

投資その他の資産

投資有価証券 7,943 7,818

その他 2,957 2,843

貸倒引当金 △40 △40

投資その他の資産合計 10,860 10,621

固定資産合計 75,043 78,684

繰延資産

社債発行費 40 43

繰延資産合計 40 43

資産合計 144,603 150,060
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,451 19,112

短期借入金 9,022 7,079

未払法人税等 935 543

賞与引当金 1,370 787

役員賞与引当金 109 90

受注損失引当金 118 111

事業構造再編費用引当金 291 291

その他 13,496 11,653

流動負債合計 40,795 39,669

固定負債

社債 5,500 5,500

長期借入金 15,161 19,748

退職給付引当金 738 672

役員退職慰労引当金 222 210

その他 774 213

固定負債合計 22,397 26,344

負債合計 63,192 66,014

純資産の部

株主資本

資本金 22,306 22,306

資本剰余金 22,063 22,063

利益剰余金 36,035 36,211

自己株式 △2,621 △2,620

株主資本合計 77,784 77,961

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,053 770

繰延ヘッジ損益 0 △1

為替換算調整勘定 △700 1,751

評価・換算差額等合計 353 2,521

少数株主持分 3,273 3,563

純資産合計 81,410 84,046

負債純資産合計 144,603 150,060
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 32,047

売上原価 28,306

売上総利益 3,741

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 701

役員退職慰労引当金繰入額 11

賞与引当金繰入額 123

退職給付引当金繰入額 40

役員賞与引当金繰入額 19

その他 1,894

販売費及び一般管理費合計 2,790

営業利益 950

営業外収益

受取利息 33

受取配当金 55

有価証券売却益 16

持分法による投資利益 53

その他 287

営業外収益合計 446

営業外費用

支払利息 247

その他 106

営業外費用合計 353

経常利益 1,043

特別利益

固定資産売却益 3

その他 1

特別利益合計 5

特別損失

固定資産売却損 5

固定資産除却損 36

その他 1

特別損失合計 43

税金等調整前四半期純利益 1,006

法人税、住民税及び事業税 817

法人税等調整額 △5

法人税等合計 812

少数株主利益 14

四半期純利益 179
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30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 1,006

減価償却費 2,202

受取利息及び受取配当金 △89

支払利息 247

為替差損益（△は益） △146

持分法による投資損益（△は益） △53

有形固定資産売却損益（△は益） 1

有形固定資産除却損 23

売上債権の増減額（△は増加） 302

たな卸資産の増減額（△は増加） △87

仕入債務の増減額（△は減少） △2,180

賞与引当金の増減額（△は減少） 582

その他 749

小計 2,558

利息及び配当金の受取額 88

利息の支払額 △201

法人税等の支払額 △454

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 53

有形固定資産の取得による支出 △2,026

有形固定資産の売却による収入 17

無形固定資産の取得による支出 △13

投資有価証券の取得による支出 △4

その他 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 152

短期借入金の返済による支出 △314

長期借入れによる収入 1,014

長期借入金の返済による支出 △789

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △104

債権売却の増減額（△は減少） 1,396

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △285

少数株主への配当金の支払額 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 △514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 523

現金及び現金同等物の期首残高 16,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,778
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
　 該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める「プリント配線板事業」の割合

が、いずれも90％を超えるため、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】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本
(百万円)

中国
(百万円)

東南アジア
(百万円)

欧米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

22,769 5,940 2,441 896 32,047 ― 32,047

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

573 2,715 313 ― 3,601 (3,601) ―

計 23,342 8,656 2,754 896 35,649 (3,601) 32,047

営業利益又は営業損失（△） 1,523 330 △900 125 1,079 (129) 950

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

① 中国……………中国、香港
② 東南アジア……シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ
③ 欧米……………ベルギー、アメリカ

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

中国 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,764 2,850 888 1,129 10,633

Ⅱ 連結売上高(百万円) 32,047

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

18.0 8.9 2.8 3.5 33.2

(注) １ 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。

２ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

３ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

① 中国……………中国、香港

② 東南アジア……シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ

③ ヨーロッパ……ハンガリー、チェコ、スペイン

④ その他の地域…アメリカ

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
　 該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

(1) (要約) 四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

（単位：百万円）

科目

前年同四半期

（平成20年３月期
　第１四半期）

金 額

Ⅰ 売     上   高 34,125

Ⅱ 売    上   原   価 29,852

売    上    総    利    益 4,273

Ⅲ  販売費及び一般管理費 2,627

営      業      利      益 1,645

Ⅳ 営   業   外   収   益 454

Ⅴ 営   業   外   費   用 206

経      常      利      益 1,893

Ⅵ 特    別    利    益 63

Ⅶ 特    別    損    失 39

税金等調整前四半期純利益 1,916

税      金      費      用 729

少 数 株 主 損 失（△） △33

四  半  期  純  利  益 1,220

（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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(2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

  （単位：百万円）

前年同四半期

（平成20年３月期
 第１四半期）

区 分 金       額

Ⅰ 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 1,916

減価償却費 1,633

賞与引当金の増減額（△は減少額） 600

受取利息及び受取配当金 △96

支払利息 140

持分法による投資利益 △123

売上債権の増減額（△は増加額） △3,514

たな卸資産の増減額（△は増加額） △738

仕入債務の増減額（△は減少額） 382

その他 939

小 計 1,141

利息及び配当金の受取額 97

利息の支払額 △124

法人税等の支払額 △719

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 394

Ⅱ 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 △2,619

有形固定資産の売却による収入 174

投資有価証券の取得による支出 △4

投資有価証券の売却又は償還による収入 4

その他 448

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,997

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入 3,791

長期借入金の返済による支出 △936

債権売却の増減額（△は減少額） 100

配当金の支払額 △284

少数株主への配当金の支払額 △4

その他 44

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,710

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 35

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） 1,143

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,468

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 10,611
（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

決算短信 2008年08月07日 19時38分 06227xe01_in 11ページ （Tess 1.10 20080626_01）




