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1.  平成21年4月期第1四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年7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 ％

21年4月期第1四半期 894 △19.0 104 △41.7 120 △34.7 76 △27.5

20年4月期第1四半期 1,104 6.5 178 △28.4 183 △27.8 106 △27.0

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4月期第1四半期 713.32 ―

20年4月期第1四半期 965.65 ―

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4月期第1四半期 7,231 6,608 91.4 61,456.77
20年4月期 7,354 6,612 89.9 61,324.46

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  6,608百万円 20年4月期  6,612百万円

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4月期 ― 500.00 ― 700.00 1,200.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― 700.00 ― 700.00 1,400.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 2,124 △3.0 201 △45.9 210 △44.2 115 △45.9 1,072.06
通期 4,775 2.6 550 △30.5 568 △27.4 328 △29.4 3,043.57

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． 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。 
 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）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。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第1四半期  110,393株 20年4月期  110,393株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  2,861株 20年4月期  2,566株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期  107,713株 20年4月期第1四半期  109,794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１四半期のわが国経済は、原油価格の高騰、米国の景気減速懸念の影響から、企業収益の下振れリスクが高ま

り、設備投資の減少や個人消費の伸び悩みなどにより景気は弱含んで推移しました。

　プリント配線板業界におきましては、高機能製品向けのビルドアップ基板やモジュール基板がほぼ横ばいでありま

したが、全体的には軟調でありました。

　このような情勢のもと、当社グループは、中期経営計画における重点施策であるフラットプラグ加工の新たな市場

創出と、設備機器関連事業の売上拡大を目指し、営業活動の強化を図るとともに、生産革新活動を通じたコスト削減

に取組んでまいりました。

　しかしながら、受注の回復には至らず、当第１四半期の売上高は894,457千円（前年同期比19.0％減）となりました。

利益面では、人件費の増加など販売費及び一般管理費が増加したため、営業利益は104,162千円（前年同期比41.7％減）、

経常利益は120,057千円（前年同期比34.7％減）、四半期純利益は76,834千円（前年同期比27.5％減）となりまし

た。

　事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

（1）プリント配線板加工事業

　　半導体パッケージ基板向けのフラットプラグ加工は、期首における生産調整の影響により受注が伸び悩みまし

　た。また、携帯基地局の高多層基板向けやモジュール基板向けの加工につきましても低調に推移しました。

　　この結果、プリント配線板加工事業の売上高は617,823千円（前年同期比14.1％減）、営業利益は183,616千円

　（前年同期比24.0％減）となりました。 

（2）設備機器関連事業

　　フッ素ケミカル製品は、オイルバリヤ向け製品がアジア地区を中心に受注が好調でありました。一方、設備販売

　につきましては、業績の先行き懸念による顧客の設備投資見直しなどにより販売が低迷しました。

　　この結果、設備機器関連事業の売上高は276,633千円（前年同期比28.2％減）、営業利益は48,694千円（前年同

　期比1.4％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析

　当第１四半期末の総資産は7,231,827千円（前期末比122,916千円減）となりました。この内、流動資産は4,396,833

千円（前期末比98,942千円減）となりました。これは主に現金及び預金が254,479千円増加したことと、受取手形及び

売掛金が317,473千円減少したことによるものです。

　固定資産は2,834,993千円（前期末比23,973千円減）となりました。これは主に有形固定資産が44,948千円減少した

ことと、無形固定資産が25,531千円増加したことによるものです。

  負債は623,257千円（前期末比119,053千円減）となりました。この内、流動負債は504,363千円（前期末比137,767

千円減）となりました。これは主に、買掛金が203,879千円減少したことによるものです。固定負債は118,894千円（前

期末比18,714千円増）となりました。

　純資産は6,608,569千円（前期末比3,862千円減）となりました。

  これらの結果、自己資本比率は、91.4％（前期末比1.5ポイント増）となりました。

　キャッシュ・フローの状況については、以下のとおりであります。

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は2,766,204千円（前期末比153,839千円増）となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは270,915千円のプラスとなりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益

が119,985千円、売上債権の減少額333,991千円による増加および仕入債務の減少額211,924千円による減少でありま

す。 

　投資活動によるキャッシュ・フローは125,342千円のマイナスとなりました。主な要因は、定期預金の純預入による

支出99,879千円、有形固定資産の取得による支出19,299千円であります。 

　財務活動によるキャッシュ・フローは6,115千円のマイナスとなりました。主な要因は短期借入れによる収入53,210

千円と配当金の支払額48,813千円、自己株式の取得による支出10,511千円であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年６月９日に公表しました通期および第２四半期連結累計期間の業績予想に変更はありません。
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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）簡便な会計処理およ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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用　

　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）および「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重要な資産の評価基準および評価方法の変更

　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）を適用し、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。

　また、原材料、貯蔵品は、従来、評価方法として最終仕入原価法を採用しておりましたが、総平均法による原

価法に変更しました。

　なお、この変更による影響額は軽微であります。

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）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、当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が6,688千円減少しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,822,738 2,568,258

受取手形及び売掛金 1,310,767 1,628,240

有価証券 143,466 129,244

商品 900 540

製品 9,172 3,402

原材料 25,333 33,403

仕掛品 9,016 11,480

貯蔵品 28,166 22,266

繰延税金資産 20,328 41,792

その他 27,925 57,146

貸倒引当金 △980 －

流動資産合計 4,396,833 4,495,775

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,656,377 2,651,377

減価償却累計額 △1,172,386 △1,133,148

建物及び構築物（純額） 1,483,991 1,518,228

機械装置及び運搬具 1,914,414 1,896,756

減価償却累計額 △1,461,477 △1,424,978

機械装置及び運搬具（純額） 452,937 471,778

工具、器具及び備品 187,110 178,723

減価償却累計額 △117,287 △110,164

工具、器具及び備品（純額） 69,822 68,559

土地 447,367 447,367

建設仮勘定 12,293 5,427

有形固定資産合計 2,466,411 2,511,360

無形固定資産   

その他 123,056 97,524

無形固定資産合計 123,056 97,524

投資その他の資産   

投資有価証券 65,160 85,439

繰延税金資産 69,168 53,821

その他 115,306 114,931

貸倒引当金 △4,110 △4,110

投資その他の資産合計 245,525 250,082

固定資産合計 2,834,993 2,858,967

資産合計 7,231,827 7,354,743



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31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４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 124,267 328,147

短期借入金 53,210  

未払法人税等 42,224 68,851

賞与引当金 33,739 73,422

その他 250,920 171,708

流動負債合計 504,363 642,130

固定負債   

退職給付引当金 19,682 19,682

役員退職慰労引当金 － 75,497

その他 99,211 5,000

固定負債合計 118,894 100,180

負債合計 623,257 742,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,196,350 1,196,350

資本剰余金 2,051,849 2,051,849

利益剰余金 3,458,952 3,464,285

自己株式 △162,661 △152,149

株主資本合計 6,544,490 6,560,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,448 28,929

為替換算調整勘定 48,630 23,167

評価・換算差額等合計 64,078 52,096

純資産合計 6,608,569 6,612,432

負債純資産合計 7,231,827 7,354,743



（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５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 894,457

売上原価 483,124

売上総利益 411,332

販売費及び一般管理費 307,169

営業利益 104,162

営業外収益  

受取利息 492

受取配当金 417

受取賃貸料 3,668

為替差益 10,013

その他 1,332

営業外収益合計 15,923

営業外費用  

支払利息 28

営業外費用合計 28

経常利益 120,057

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除却損 72

特別損失合計 72

税金等調整前四半期純利益 119,985

法人税、住民税及び事業税 27,820

法人税等調整額 15,330

法人税等合計 43,151

四半期純利益 76,834



（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５月１日 
 至 平成20年７月31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 119,985

減価償却費 77,462

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,497

有形固定資産除却損 72

受取利息及び受取配当金 △909

支払利息 28

売上債権の増減額（△は増加） 333,991

たな卸資産の増減額（△は増加） △994

仕入債務の増減額（△は減少） △211,924

前渡金の増減額（△は増加） △226

長期未払金の増減額（△は減少） 94,211

その他 △14,161

小計 322,037

利息及び配当金の受取額 909

利息の支払額 △28

法人税等の支払額 △52,002

営業活動によるキャッシュ・フロー 270,915

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △200,119

定期預金の払戻による収入 100,240

有形固定資産の取得による支出 △19,299

投資有価証券の取得による支出 △2,416

無形固定資産の取得による支出 △2,608

その他 △1,140

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,342

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 53,210

自己株式の取得による支出 △10,511

配当金の支払額 △48,813

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,115

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153,839

現金及び現金同等物の期首残高 2,612,365

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,766,204



　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）および「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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．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５月１日　至平成20年７月31日）

プリント配線板
加工事業
（千円）

設備機器関連事
業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

（1）外部顧客に対する売上高 617,823 276,633 894,457 － 894,457

（2）セグメント間の内部売上高又は

　　 振替高
－ 18,996 18,996 (18,996) －

　　　計 617,823 295,629 913,453 (18,996) 894,457

　　営業利益 183,616 48,694 232,310 (128,147) 104,162

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各事業の主な製品

　　　　（1）プリント配線板加工事業・・・・・フラットプラグ加工

　　　　（2）設備機器関連事業・・・・・設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版

ｂ．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５月１日　至平成20年７月31日）　

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。　

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月１日　至平成20年７月31日）　

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「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

前第１四半期連結累計期間（平成19年５月１日～７月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年４月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,104,792

Ⅱ　売上原価 665,037

売上総利益 439,755

Ⅲ　販売費及び一般管理費 261,032

営業利益 178,722

Ⅳ　営業外収益 5,676

　１．受取利息 565

　２．受取配当金 1,054

　３．受取賃貸料 3,668

　４．その他 387

Ⅴ　営業外費用 414

　１．支払利息 181

　２．為替差損 223

　３．その他 9

経常利益 183,985

Ⅵ　特別利益 874

　１．賞与引当金戻入益 874

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 184,859

法人税、住民税及び事業税 42,207

法人税等調整額 36,629

四半期純利益 106,022

－ 2 －



（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（平成19年５月１日～７月31日）

前年同四半期
（平成20年４月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

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 184,859

　減価償却費 87,486

　受取利息及び受取配当金 △1,620

　支払利息 181

　売上債権の増減額 179,439

　たな卸資産の増減額 14,702

　仕入債務の増減額（減少：△） △7,793

　前渡金の増減額（増加：△） △9,347

　その他 26,877

小計 474,786

　利息及び配当金の受取額 1,620

　利息の支払額 △160

　法人税等の支払額 △323,820

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,425

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入による支出 △100,000

　有形固定資産の取得による支出 △75,520

　投資有価証券の取得による支出 △683

　無形固定資産の取得による支出 △4,141

　その他 △731

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,076

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　長期借入金の返済による支出 △18,060

　自己株式の取得による支出 △65,348

　配当金の支払額 △52,443

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,852

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,071

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額）

△162,432

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,489,262

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,326,829

－ 3 －


	㈱野田スクリーン（6790）　平成21年４月期　第１四半期決算短信: ㈱野田スクリーン（6790）　平成21年４月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


