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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 10,235 ― 211 ― △44 ― △107 ―

20年3月期第1四半期 45,572 △41.9 950 45.8 1,007 25.8 366 43.8

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 △2.09 ―

20年3月期第1四半期 7.09 7.05

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 46,679 17,408 29.4 267.06
20年3月期 47,141 18,380 31.1 283.63

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,723百万円 20年3月期  14,640百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

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  有  

   平成20年８月12日、連結業績予想の修正を行っております。  

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 21,000 ― 450 ― 200 ― 100 ― 1.95
通期 44,000 △61.0 1,350 △41.0 900 △54.8 200 ― 3.89

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  無  

(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 をご覧下さい。  

(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 
１．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。実際の業績等は、業況の変     
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  52,279,051株 20年3月期  52,279,051株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  893,414株 20年3月期  659,814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  51,504,526株 20年3月期第1四半期  51,786,282株



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におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰やサブプライムローン問題を背景とした

米国経済の景気減速等により、先行き不透明感が強まる状況となりました。

　 プリント配線基板事業におきましては、自動車関連分野、海外向け携帯電話等一部の需要は好調であったものの、

総じて需要は伸び悩み厳しい状況が続きました。損益につきましては、売上高の減少、原材料価格の高止まり等によ

り減益となりました。

　 この結果、売上高は8,446百万円、営業利益は158百万円となりました。

　 工業材料事業におきましては、硝子長繊維原料は、拡販努力が奏功し、販売量が増加しました。耐火物は、一時的

な要因により、販売量が減少しました。混和材は、下水道補修材ＳＰＲが引き続き伸張し、販売量が増加しました。

　 この結果、売上高は1,729百万円、営業利益は60百万円となりました。

　以上により、当第１四半期連結会計期間の売上高は10,235百万円、営業利益は211百万円、支払利息、為替差損、持

分法による投資損失などにより経常損失は44百万円、四半期純損失は107百万円となりました。

  所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（日本）　

　 プリント配線基板事業は減収になったものの、工業材料事業はほぼ横這いで推移しましたことから売上高は

8,255百万円、営業利益は145百万円となりました。

（アジア）　　

　 車載、家電、プリンター等の事務機器分野が好調に推移したこともあり、現地通貨ベースでは、前年同期を上

回りましたが、円高の為替影響を受け、売上高は1,793百万円、営業利益は39百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産は、前連結会計年度末に比べ461百万円減少しました。主な増減としては、たな卸資産224百万円及び有形固

定資産561百万円が増加し、また、現金及び預金406百万円、受取手形及び売掛金388百万円及び有価証券500百万円が

減少しました。

　負債は、前連結会計年度末に比べ509百万円増加しました。主な増減としては、社債500百万円及びリース取引に関

する会計基準の適用に伴いリース債務1,200百万円が増加し、また、未払法人税等1,090百万円が減少しました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ971百万円減少しました。主な減少は、利益剰余金405百万円及び為替換算調整

勘定523百万円によるものです。

　営業活動により得られた資金は12百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失121百万円、減価償

却費633百万円、売上債権の減少額175百万円、仕入債務の増加額264百万円、法人税等の支払1,128百万円によるもの

です。

　投資活動により得られた資金は850百万円となりました。これは主に、定期預金の減少額1,000百万円、有価証券の

売却500百万円、固定資産の取得657百万円によるものです。

 財務活動により使用した資金は44百万円となりました。これは主に、借入金の純減額103百万円によるものです。

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は8,434百万円と、前連結会計年度末に比べ593百万円の増

加となりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成20年8月12日、連結業績予想の修正を行っております。内容に関しましては、本日付別紙「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご覧ください。

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

　該当事項はありません。

（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。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。

  これにより、営業利益は70百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ70百万円増加

しております。

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」の適用

  当第１四半期連結会計期間より、「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」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

  これにより、営業利益は１百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ１百万円増加

しております。また、適用初年度の期首利益剰余金は40百万円減少いたしました。

④リース取引に関する会計基準の適用

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（以下「所有権移転

外ファイナンス・リース取引」という。）については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数としております。

  残存価額については、リース契約上で残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外について

は零としております。

  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を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法に

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、連結貸借対照表については有形固定資産1,133百万円、無形固定

資産45百万円、流動負債370百万円、固定負債809百万円が増加しております。これによる営業利益、経常損失、

税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。



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 7,994 8,400

受取手形及び売掛金 11,232 11,620

有価証券 500 1,000

製品 1,205 1,212

原材料 2,183 1,858

仕掛品 1,237 1,284

貯蔵品 432 481

その他 1,064 858

貸倒引当金 △21 △23

流動資産合計 25,829 26,691

固定資産   

有形固定資産 ※1  15,327 ※1  14,766

無形固定資産 ※3  206 ※3  170

投資その他の資産   

その他 5,542 5,737

貸倒引当金 △226 △224

投資その他の資産合計 5,315 5,512

固定資産合計 20,849 20,449

資産合計 46,679 47,141

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,075 5,150

短期借入金 8,334 8,680

1年内返済予定の長期借入金 3,131 3,297

未払法人税等 90 1,181

賞与引当金 247 432

その他 2,959 1,920

流動負債合計 19,838 20,661

固定負債   

社債 1,070 570

長期借入金 4,268 4,158

退職給付引当金 1,337 1,293

役員退職慰労引当金 1,348 1,469

負ののれん ※3  189 ※3  211

その他 1,219 395

固定負債合計 9,432 8,098

負債合計 29,270 28,760



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,358 4,358

資本剰余金 4,159 4,159

利益剰余金 6,194 6,600

自己株式 △394 △356

株主資本合計 14,317 14,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △51

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △594 △70

評価・換算差額等合計 △594 △121

少数株主持分 3,685 3,739

純資産合計 17,408 18,380

負債純資産合計 46,679 47,141



（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 10,235

売上原価 8,526

売上総利益 1,708

販売費及び一般管理費 ※1  1,496

営業利益 211

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 0

負ののれん償却額 29

その他 26

営業外収益合計 60

営業外費用  

支払利息 76

持分法による投資損失 123

為替差損 68

その他 49

営業外費用合計 317

経常損失（△） △44

特別利益  

固定資産売却益 1

役員退職慰労引当金戻入額 22

その他 0

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産売却損 11

投資有価証券評価損 71

その他 17

特別損失合計 100

税金等調整前四半期純損失（△） △121

法人税、住民税及び事業税 68

法人税等調整額 △129

法人税等合計 △61

少数株主利益 47

四半期純損失（△） △107



（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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）

プリント
配線基板
事　　業
（百万円）

工業材料
事    業
（百万円）

その他の
事　　業
（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 8,446 1,729 59 10,235 － 10,235

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 0 0 (△0) －

計 8,446 1,729 59 10,235 (△0) 10,235

営業利益又は営業損失（△） 158 60 △8 210 1 211

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分により分けております。

２．各区分に属する主要な製品等

事業区分 主要製品等

プリント配線基板事業 プリント配線基板

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料

その他の事業 人事コンサルタント

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「流通事業」は、事業縮小に伴い、当第１四半期連結累計期間

より「その他の事業」にセグメント名称を変更しております。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



６．その他の情報

  注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

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
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、20,115百万円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、19,365百万円で

あります。

　２　受取手形割引高は、608百万円であります。 　２　受取手形割引高は、633百万円であります。

※３　無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載し

ております。

なお、相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 51百万円

負ののれん 240百万円

※３　無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載し

ております。

なお、相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 58百万円

負ののれん 270百万円

（四半期連結損益計算書関係）

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）

※１　販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 425百万円

賞与引当金繰入額 64百万円

退職給付費用 17百万円



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 45,572

Ⅱ　売上原価 32,426

売上総利益 13,145

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,195

営業利益 950

Ⅳ　営業外収益 207

受取利息及び受取配当金 4

持分法による投資利益 0

その他　 202

Ⅴ　営業外費用 149

支払利息　 125

その他 23

経常利益 1,007

Ⅵ　特別利益 822

Ⅶ　特別損失 869

税金等調整前四半期純利益 960

法人税等 488

少数株主利益（減算） 105

四半期純利益 366

（２）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（自 平成19年４月１日　至 平成19年６月30日）

プリント配
線基板事業
（百万円）

流通事業
（百万円）

工業材料事業
（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 9,207 34,637 1,727 45,572 － 45,572

（2）セグメント間の　　　　

内部売上高又は振替高
－ 8 － 8 △8 －

計 9,207 34,646 1,727 45,580 △8 45,572

営業利益 554 276 112 942 7 950
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