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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8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5月期第1四半期 1,542 ― △77 ― △79 ― 4 ―
20年5月期第1四半期 1,799 △7.8 2 △83.4 3 △80.9 20 149.0

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5月期第1四半期 0.92 ―
20年5月期第1四半期 4.61 4.52

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5月期第1四半期 9,253 2,421 25.2 540.79
20年5月期 9,690 2,425 24.1 522.92

（参考） 自己資本  21年5月期第1四半期  2,338百万円 20年5月期  2,341百万円

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5月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年5月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 0.00 10.00 10.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 3,624 3.6 76 ― 79 ― 41 ― 9.31
通期 7,314 5.6 192 ― 198 ― 107 ― 24.10

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、２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、２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 
１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。
上記予想に関する事項は、２ページ【連結業績予想に関する定性的情報】をご覧ください。 
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5月期第1四半期 4,477,000株 20年5月期 4,477,000株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期 57株 20年5月期 57株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期 4,476,943株 20年5月期第1四半期 4,467,000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におけるわが国経済は、原油をはじめとした資源材料の高騰と併せてサブプライムロー

ンに端を発した米国経済の減速等により急速に景気後退の長期化懸念が強まっております。

　電子回路基板業界におきましては、自動車関連分野や一部のデジタル家電製品の需要は好調であったものの、総じ

て例年と比べ需要が伸び悩み緩やかに推移しております。また企業収益面では原油価格の高騰や銅価格等の高騰によ

り、更なる原材料の値上げ影響も予想され、予断を許さない状況が続いております。

　このようなの情勢のもとで当社グループといたしましては、新規商品の開発（LED用発熱対策基板他）と更なる品質

向上に向けた取り組み強化、あるいはグループ会社の協力体制の強化を基に新規顧客の拡販を展開し、経営基盤の強

化に努めました。

　当期に入って以降は、市場の景気回復は見込まれないものの、プロトタイプ基板需要の回復傾向は穏やかに上向い

ております。しかしながら原材料高騰の影響も引き続いており、それら高止まりの影響を製品販売価格へと転嫁させ

ることの厳しさから、当社グループの当第１四半期連結会計期間においては前年同期比減収減益となりました。また、

経営改革の一環として役員退職慰労金支給制度を廃止したことに伴う役員退職慰労引当金戻入額92百万円を、当第１

四半期において特別利益に計上しております。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は15億42百万円（前期比２億57百万円減）の減収となり、営業利益

におきましては77百万円（前期比80百万円減）の営業損失、経常利益は79百万円（前期比82百万円減）の経常損失と

なりましたが、前述の特別利益の計上等により四半期純利益は４百万円（前期比16百万円減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ４億37百万円減少いたしました。主な増減としては、

現金及び預金が２億73百万円、受取手形及び売掛金が73百万円、有形固定資産が52百万円減少しております。

　負債は、前連結会計年度末に比べ４億32百万円減少しており、主な増減は支払手形及び買掛金が１億21百万円、長

期借入金が１億39百万円、役員退職慰労引当金が92百万円減少しております。また純資産は、利益剰余金が４百万増

加しましたが、その他有価証券評価差額金が７百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ４百万円減少

の24億21百万円となりました。

 キャッシュ・フローの状況につきましては、当第１四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資

金」という）の残高は４億80百万円であり、前連結会計年度末比では２億73百万円の減少となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、役員退職慰労引当金の減少、仕入債務の減少、

法人税等の支払額等の影響から１億75百万円の資金支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、14百万円の資金支出となりました。

　これは主に有形固定資産の取得のための支出であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、83百万円の資金支出となりました。

　これは主に長期借入金の返済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２四半期以降の業績につきましては、プロトタイプ基板の需要回復傾向と原材料の高騰状況等の要因が業績に与

える影響を精査中でありますので、現時点での連結業績予想については、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は速やかに開示する予定であります。

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。
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（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簡便な会計処理について

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、一部を除き実地棚卸等を省略し、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。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理について

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

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。

　なお、当第１四半期連結会計期間（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）から、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７

条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。

②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。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よって

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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。

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８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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 480,641 754,019

受取手形及び売掛金 1,738,463 1,812,363

商品及び製品 90,846 75,114

仕掛品 276,496 289,715

原材料及び貯蔵品 145,721 158,548

繰延税金資産 12,424 17,763

その他 83,784 85,769

貸倒引当金 － △306

流動資産合計 2,828,379 3,192,987

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,888,689 2,924,823

機械装置及び運搬具（純額） 342,051 346,102

土地 2,801,140 2,801,140

建設仮勘定 － 9,544

その他（純額） 37,920 40,508

有形固定資産合計 6,069,801 6,122,119

無形固定資産   

借地権 59,800 59,800

その他 29,385 32,877

無形固定資産合計 89,185 92,677

投資その他の資産   

投資有価証券 259,700 274,752

その他 6,468 8,868

貸倒引当金 － △862

投資その他の資産合計 266,168 282,758

固定資産合計 6,425,155 6,497,555

資産合計 9,253,534 9,690,542
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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８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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,131,334 1,252,858

短期借入金 1,708,580 1,673,300

1年内返済予定の長期借入金 865,808 844,748

未払費用 236,076 300,352

未払法人税等 6,696 65,025

賞与引当金 15,612 13,000

その他 132,879 129,255

流動負債合計 4,096,986 4,278,540

固定負債   

長期借入金 2,605,415 2,745,062

繰延税金負債 31,955 37,096

退職給付引当金 74,800 82,387

役員退職慰労引当金 － 92,828

負ののれん 14,333 15,926

その他 8,956 13,404

固定負債合計 2,735,460 2,986,705

負債合計 6,832,447 7,265,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,066,470 1,066,470

資本剰余金 1,002,310 1,002,310

利益剰余金 337,012 332,887

自己株式 △21 △21

株主資本合計 2,405,770 2,401,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △67,729 △60,552

評価・換算差額等合計 △67,729 △60,552

少数株主持分 83,045 84,203

純資産合計 2,421,087 2,425,296

負債純資産合計 9,253,534 9,690,542
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 1,542,561

売上原価 1,417,415

売上総利益 125,145

販売費及び一般管理費 202,750

営業損失（△） △77,605

営業外収益  

受取利息 29

受取配当金 2,748

負ののれん償却額 1,592

物品売却益 9,165

受取賃貸料 5,272

その他 2,302

営業外収益合計 21,111

営業外費用  

支払利息 21,131

その他 2,316

営業外費用合計 23,447

経常損失（△） △79,940

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 92,828

貸倒引当金戻入額 545

保険解約返戻金 631

特別利益合計 94,005

特別損失  

投資有価証券評価損 4,110

特別損失合計 4,110

税金等調整前四半期純利益 9,954

法人税、住民税及び事業税 357

法人税等調整額 5,338

法人税等合計 5,695

少数株主利益 134

四半期純利益 4,124
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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６月１日 
 至 平成20年８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 9,954

減価償却費 77,271

負ののれん償却額 △1,592

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,169

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,612

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,587

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △92,828

投資有価証券評価損益（△は益） 4,110

受取利息及び受取配当金 △2,778

支払利息 21,131

売上債権の増減額（△は増加） 73,899

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,313

仕入債務の増減額（△は減少） △121,523

未払費用の増減額（△は減少） △64,241

その他 △11,448

小計 △103,877

利息及び配当金の受取額 2,845

利息の支払額 △19,373

法人税等の支払額 △55,290

営業活動によるキャッシュ・フロー △175,695

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 △13,246

投資有価証券の取得による支出 △325

その他 △803

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,375

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） 35,280

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △218,587

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,378

現金及び現金同等物の期首残高 754,019

現金及び現金同等物の四半期末残高 480,641
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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

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６月１日　至　平成20年８月31日）

　当社グループは、電子回路基板（プリント配線板）事業の売上高及び営業利益（損失）の金額が、全セグメ

ントの売上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。

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６月１日　至　平成20年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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。
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「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表等

（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６月１日～８月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,799,744

Ⅱ　売上原価 1,572,542

売上総利益 227,202

Ⅲ　販売費及び一般管理費 224,428

営業利益 2,773

Ⅳ　営業外収益 21,320

１．受取利息 38

２．受取配当金 1,093

３．その他 20,187

Ⅴ　営業外費用 21,071

１．支払利息 18,520

２．その他 2,550

経常利益 3,022

Ⅵ　特別利益 48,960

１．役員退職慰労引当金戻入額 48,960

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 51,982

税金費用 32,220

少数株主損失 △810

四半期純利益 20,572
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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（平成19年６月１日～８月31日）

前年同四半期
（平成20年５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 51,982

減価償却費 81,916

のれん償却額 2,059

貸倒引当金の減少額 △12

賞与引当金の増加額 28,612

退職給付引当金の減少額 △2,374

役員退職慰労引当金の減少額 △47,295

受取利息及び受取配当金 △1,132

支払利息 18,520

売上債権の減少額 52,440

たな卸資産の減少額 19,189

仕入債務の増加額 20,770

未払費用の減少額 △72,123

その他 △9,934

小計 142,616

利息及び配当金の受取額 1,132

利息の支払額 △18,817

法人税等の支払額 △10,968

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,963

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 △47,200

無形固定資産の取得による支出 △400

投資有価証券の取得による支出 △402

その他 △124

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,127

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 △129,785

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,785

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

△63,948

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 881,281

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 817,332
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