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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）

　(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 7,652 ― 123 ― △78 ― △144 ―

20年３月期第１四半期 8,135 13.6 △1 ― 23 △92.0 70 △72.4

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 △10 36 ―

20年３月期第１四半期 5 04 ―
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　(2) 連結財政状態

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 22,437 4,695 20.4 326 98

20年３月期 22,059 5,035 22.3 351 24

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 4,569百万円 20年３月期 4,908百万円

2. 配当の状況

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 0 00

21年３月期 ―
0 00

21年３月期(予想) ― ― 0 00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 17,300 0.2 △79 ― △140 ― △147 ― △10 52

通 期 35,900 8.8 320 315.6 286 ― 203 ― 14 53
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) ： 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、５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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 (注) 詳細は、５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）
　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 13,976,000株 20年３月期 13,976,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 1,320株 20年３月期 1,320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 13,976,000株 20年３月期第１四半期 13,976,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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。

・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。
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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における世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱と

住宅市場の調整の深刻化を受け米国経済が後退したことや、原油をはじめとする素材価格の更なる高騰を背

景にインフレ懸念が広がるなど不透明感が強まりました。 

　わが国経済におきましても、このような海外での状況に加え、円高の影響が大きく景気後退感が強まりま

した。 

　プリント配線板業界におきましては、薄型テレビを中心としたデジタル家電関連、電装化の進むカーエレ

クトロニクス関連等一部の分野では好調を維持しましたが、全体的な需要は伸び悩みました。 

　このような情勢のなか当社グル－プは、グローバルな営業、生産体制の強化を図るとともに、プリント配

線板外観検査機のラインナップの充実、新製品の開発、品質向上及び原価低減活動を推進してまいりました

が、国内外とも需要低迷並びに円高の影響から、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は7,652百万円(前

年同期比5.9％減482百万円減収)となりました。 

　損益につきましては、試作品受注の低迷、原材料価格及び製品仕入価格の高止まりはあるものの、これら

の一部を売価転嫁できたことや、プリント配線板外観検査機の販売が好調であったことにより、営業利益は

123百万円(前年同期比124百万円増益)となりました。経常利益につきましては、持分法適用会社の損益が大

幅に悪化したことや「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」を当第１四

半期連結会計期間から適用したことにより、中国での開業費を営業外費用に計上したことから78百万円(前年

同期比102百万円減益)の経常損失となり、四半期純利益は144百万円(前年同期比215百万円減益)の四半期純

損失となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債及び純資産の状況

① 資産 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は22,437百万円(前連結会計年度末比377百万円増)となりまし

た。その内訳は、流動資産が14,804百万円(前連結会計年度末比601百万円増)、固定資産が7,632百万円

(前連結会計年度末比224百万円減)であり、主な増減要因は次のとおりであります。 

　流動資産は、円高による為替の影響により海外子会社の円換算額が減少したものの、シンジケートロ

ーンの一部を実行したことなどにより、現金及び預金が1,195百万円増加いたしました。 

　固定資産のうち有形固定資産については、平成20年４月14日に取得いたしました株式会社ミスズを当

第１四半期連結会計期間に連結対象子会社としたことなどにより295百万円増加いたしました。また、無

形固定資産では、株式会社ミスズを当第１四半期連結会計期間に連結対象子会社としたことからのれん

を計上したことなどにより、466百万円増加いたしました。一方、投資その他の資産では、前連結会計年

度末に株式会社ミスズの取得価額を投資有価証券として計上しておりましたが、連結対象子会社となっ

たため消去したことなどにより、986百万円減少いたしました。 

② 負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は17,742百万円(前連結会計年度末比717百万円増)となりまし

た。その内訳は、流動負債が10,970百万円(前連結会計年度末比1,956百万円減)、固定負債が6,771百万

円(前連結会計年度末比2,673百万円増)であり、主な増減要因は次のとおりであります。 

　流動負債は、円高に伴う為替の影響による海外子会社の円換算額の減少及び株式会社ミスズの取得に

伴う代金を決済したことなどにより、未払金が817百万円減少いたしました。固定負債では、シンジケー

トローンの一部を実行したことなどにより、長期借入金2,630百万円増加いたしました。

③ 純資産 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は4,695百万円(前連結会計年度末比340百万円減)となりま

した。主な減少要因は次のとおりであります。144百万円の四半期純損失を計上したこと及び「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」を当第１四半期連結会計期間から適用

したことにより期首の利益剰余金が82百万円減少したことによるものであります。 
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前第１四半期末と比べて1,971百万円増加の4,728百

万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期末における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期末に比べ804百万円減少

し517百万円の流出となりました。その主な増減要因は、税金等調整前四半期純利益が102百万円減少し

たことや、仕入債務の減少により864百万円支出が増加したことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期末連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期末に比べ

452百万円支出が増加し606百万円の流出となりました。その主な増減要因は、株式会社ミスズの株式取

得(連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出)により、690百万円支出し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) 

当第１四半期末における財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期末に比べ1,909百万円収

入が増加し2,373百万円の獲得となりました。その主な増減要因は、長期借入れによる収入が2,550百万

円増加したこと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
第２四半期につきましては、景気の動向は後退感が強まっております。また、引続き為替動向及び原油・

原材料価格の高騰等の要因があり、これらの業績に与える影響を精査中であることから、通期業績予想等に

ついては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

（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法によっております。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。なお、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度

末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げている場合には、当第１四半期連結会計期間において

前連結会計年度から著しい状況の変化がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表

価額を引き続き計上する方法によっております。

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。

④ 経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、合理的な算定方法によって見積った概算額で計上する方法によっております。

⑤ 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想

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。

⑥ 未実現損益の消去

前連結会計年度から取引状況に大きな変化が無いと認められるため、前連結会計年度で使用した損益

率を使用して計算しております。

（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 

「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。これによる損益に与える影響はありません。

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の適用

「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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失は、それぞれ71,529千円増加しております。
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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：千円）

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 5,399,886 4,204,550

受取手形及び売掛金 6,765,262 7,261,038

製品 1,091,929 1,235,082

原材料及び貯蔵品 579,804 706,585

仕掛品 415,096 362,105

繰延税金資産 262,267 213,130

その他 295,232 224,579

貸倒引当金 △4,822 △3,776

流動資産合計 14,804,657 14,203,296

固定資産

有形固定資産  4,067,189  3,771,579

無形固定資産

のれん 480,293 －

その他 294,867 308,545

無形固定資産合計  775,160 308,545

投資その他の資産  2,790,136  3,776,560

固定資産合計 7,632,486 7,856,685

資産合計 22,437,144 22,059,981

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,652,631 7,704,964

短期借入金 1,845,916 2,043,187

1年内返済予定の長期借入金 1,434,919 1,344,802

賞与引当金 130,342 218,118

未払法人税等 17,597 212,763

その他 889,233 1,402,811

流動負債合計 10,970,639 12,926,647

固定負債

長期借入金 5,195,636 2,564,774

退職給付引当金 736,917 691,193

役員退職慰労引当金 452,385 451,309

その他 386,448 390,232

固定負債合計 6,771,387 4,097,509

負債合計 17,742,027 17,024,157
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（単位：千円）

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 1,361,720 1,361,720

資本剰余金 1,476,220 1,476,220

利益剰余金 1,768,117 1,994,992

自己株式 △67 △67

株主資本合計 4,605,989 4,832,864

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 143,737 112,945

為替換算調整勘定 △180,227 △37,366

評価・換算差額等合計 △36,490 75,579

少数株主持分 125,617 127,381

純資産合計 4,695,116 5,035,824

負債純資産合計 22,437,144 22,059,981
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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：千円）

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 7,652,715

売上原価 6,604,216

売上総利益 1,048,499

販売費及び一般管理費  924,924

営業利益 123,574

営業外収益

受取利息 3,420

受取配当金 6,743

投資不動産賃貸料 15,480

その他 13,580

営業外収益合計 39,225

営業外費用

支払利息 34,009

為替差損 76,504

持分法による投資損失 18,088

開業費 68,338

その他 44,686

営業外費用合計 241,627

経常損失（△） △78,827

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,254

特別利益合計 4,254

特別損失

固定資産処分損 3,022

特別損失合計 3,022

税金等調整前四半期純損失（△） △77,595

法人税、住民税及び事業税 40,091

法人税等調整額 28,787

法人税等合計 68,879

少数株主損失（△） △1,764

四半期純損失（△） △144,711
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

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損失（△） △77,595

減価償却費 121,322

リース資産減損勘定の取崩額 △31,494

のれん償却額 25,278

賞与引当金の増減額（△は減少） △104,131

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,739

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △118,191

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,701

受取利息及び受取配当金 △10,164

支払利息 34,009

為替差損益（△は益） △547

固定資産処分損益（△は益） 3,005

持分法による投資損益（△は益） 18,088

売上債権の増減額（△は増加） 380,754

たな卸資産の増減額（△は増加） 176,234

仕入債務の増減額（△は減少） △803,661

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,259

その他 106,446

小計 △262,867

利息及び配当金の受取額 10,164

利息の支払額 △31,777

法人税等の支払額 △268,805

法人税等の還付額 35,724

営業活動によるキャッシュ・フロー △517,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △65,420

無形固定資産の取得による支出 △1,864

投資有価証券の取得による支出 △3,317

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出
△690,501

その他 125,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △606,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △209,459

長期借入れによる収入 3,000,000

長期借入金の返済による支出 △416,712

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,373,828

現金及び現金同等物に係る換算差額 △76,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,174,132
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（単位：千円）

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)

現金及び現金同等物の期首残高 3,554,550

現金及び現金同等物の四半期末残高  4,728,682
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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）

プリント
配線板事業
(千円)

プリント
配線板外観検
査機事業
(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 7,478,155 158,396 128,263 7,764,815 (112,100) 7,652,715

営業利益又は営業損失(△) 101,060 9,983 △4,383 106,659 16,914 123,574

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1)プリント配線板事業・・・・・・・プリント配線板の製造販売 

(2)プリント配線板外観検査機事業・・プリント配線板外観検査機の開発・販売

(3)その他の事業・・・・・・・・・・運送業及び人材派遣・業務請負

【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
(千円)

中国・香港
(千円)

その他の
地域
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 4,360,087 3,807,908 20,662 8,188,658 (535,943) 7,652,715

営業利益 8,504 144,161 1,878 154,544 (30,969) 123,574

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ その他の地域の区分に属する主な国は、米国であります。

(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）

当社は、「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。この結果、期首の利益剰余金が82,163千円減少しております。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

　 （単位：千円）

科 目

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)

金額

Ⅰ 売上高 8,135,025

Ⅱ 売上原価 7,202,944

　 売上総利益 932,081

Ⅲ 販売費及び一般管理費 933,101

　 営業損失 1,020

Ⅳ 営業外収益 90,840

Ⅴ 営業外費用 65,898

　 経常利益 23,921

Ⅵ 特別利益 3,740

Ⅶ 特別損失 2,638

　 税金等調整前四半期純利益 25,023

　 法人税、住民税及び事業税 58,084

　 法人税等調整額 △102,092

　 少数株主損失 △1,375

　 四半期純利益 70,407
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　 （単位：千円）

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)

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 25,023

　 減価償却費 130,285

　 賞与引当金の増減額（△は減少） △109,094

　 退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,703

　 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,339

　 貸倒引当金の増減額（△は減少） 22

　 受取利息及び受取配当金 △16,609

　 支払利息 26,403

　 為替差損益（△は益） △1,510

　 固定資産売却益 △3,625

　 固定資産処分損益（△は益） 22,346

　 持分法による投資損益（△は益） △46,655

　 売上債権の増減額（△は増加） 768,263

　 たな卸資産の増減額（△は増加） 26,676

　 仕入債務の増減額（△は減少） 60,462

　 未払消費税等の増減額（△は減少） 10,944

　 その他 △544,521

　 小計 380,454

　 利息及び配当金の受取額 16,609

　 利息の支払額 △28,269

　 法人税等の支払額 △82,131

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 286,664

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 定期預金の払戻による収入 14,400

　 有形固定資産の取得による支出 △134,445

　 有形固定資産の売却による収入 3,625

　 投資有価証券の取得による支出 △3,254

　 その他 △34,289

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △153,964

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の純増減額（△は減少） 430,000

　 長期借入れによる収入 450,000

　 長期借入金の返済による支出 △343,676

　 配当金の支払額 △69,873

　 少数株主への配当金の支払額 △2,000

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 464,450

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,195

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 585,955

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,171,494

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,757,450
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セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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）

全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計に占める「プリント配線板事業」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

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：千円)

日本 香港 その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高 4,468,911 4,094,680 ― 8,563,591 (428,565) 8,135,025

営業費用 4,657,532 3,893,170 5,489 8,556,192 (420,145) 8,136,046

営業利益
又は営業損失(△)

△188,620 201,509 △5,489 7,399 (8,419) △1,020

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ その他の地域の区分に属する主な国は、米国であります。

３ 営業費用はすへて各セグメントに配分しているので、配賦不能営業費用はありません。
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