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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 47,153 ― 3,479 ― 3,209 ― 2,595 ―

20年3月期第2四半期 38,843 30.7 3,779 59.6 3,557 80.0 2,713 130.5

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2四半期 151.21 144.64
20年3月期第2四半期 158.07 151.59

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2四半期 101,312 39,154 38.6 2,280.67
20年3月期 82,043 34,797 42.4 2,026.96

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  39,149百万円 20年3月期  34,794百万円

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 ― 17.50 ― 20.00 37.50
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 88,000 12.1 6,000 △17.9 5,200 △23.9 4,100 △27.3 238.84

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）  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。  

(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 
・ 平成20年5月14日に公表いたしました通期の連結業績予想につきましては、本資料において修正しております。なお、上記予想に関する事項は2ページ 
「定性的情報・財務諸表等」 3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
・ 当社の業績予想数値は、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、予想数値と異なる場合があります。 
・ 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 1 社 （社名 名幸電路板（武漢）有限公司 ） 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3月期第2四半期  17,707,320株 20年3月期  17,707,320株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  541,364株 20年3月期  541,291株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  17,166,017株 20年3月期第2四半期  17,166,120株
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※前年同期比増減率（前年同期の金額）は参考として記載しております。 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融
市場の混乱に加え、前半は原油をはじめとする原材料価格の高騰から諸物価の上昇による個人消費の停
滞、後半には米国における金融機関の倒産から金融不安が急激に高まるなど、急速に景気が悪化してまい
りました。  
 このような状況の中で当社グループといたしましては、電子回路基板の競争優位性を高めるべく、主力
生産拠点である「中国武漢工場」（名幸電子(武漢)有限公司）の第２ラインを５月に稼働開始させ、その
操業度を上げてまいりました。また、新たに当社の工場となった横浜工場の貢献もあり売上高については
前年同期の実績を上回りました。収益については、原材料の高騰および宮城工場の生産性の悪化により前
年同期を下回りました。  
 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、471億５千３百万円となり、前年同期比83億１千万
円（21.4％増）の増収となりました。また、連結損益につきましては、営業利益が34億７千９百万円と前
年同期比３億円（8.0％減）の減益、経常利益が32億９百万円と前年同期比３億４千８百万円（9.8％減）
の減益、四半期純利益は25億９千５百万円と前年同期比１億１千７百万円（4.3％減）の減益となりまし
た。  

  

第２四半期末における総資産は1,013億１千２百万円であり、前連結会計年度末に比べ192億６千８百万
円増加しました。主な増減は流動資産で受取手形及び売掛金50億８千５百万円増加、棚卸資産25億６千６
百万円増加、未収入金37億７千４百万円増加、固定資産では、国内外での設備投資により有形固定資産が
60億４千９百万円増加しました。また流動負債では、支払手形及び買掛金43億８千２百万円増加、短期借
入金41億４千１百万円増加、固定負債では長期借入金が39億６千４百万円増加しました。純資産は利益剰
余金が26億５千５百万円増加となりました。 
 当四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物が前連
結会計年度末に比べ７億９千４百万円増加（内、連結範囲変更に伴う増加７億４千８百万円）し、53億７
千２百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが２億４
百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが99億８千８百万円の支出、財務活動によるキャッシ
ュ・フローは76億４千１百万円の収入となりました。 

  

通期における連結業績の見通しといたしましては、米国で始まった金融危機が世界中にその影響を拡大
しており、景気の先行き不安が増大しております。当業界におきましても、これまで市場を牽引してきた
平面テレビに代表されるデジタル家電やパソコン、通信機器及び自動車関連も個人消費の冷え込みによる
低迷が予想されており、当社もその影響を受ける可能性が大きいと考えられます。当社グループといたし
ましては、設備投資のタイミングの見直しをおこない短期的な需要減へ対応をおこなうとともに経営体質
の強化や経費の圧縮、削減を推進することで経営の安定化に取り組んでまいります。  
当グループの通期連結業績見通しは次の通りであります。  
   売 上 高   880億円  
   営 業 利 益    60億円  
   経 常 利 益    52億円  
   当期純利益    41億円  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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名幸電路板(武漢)有限公司は、資本金の額が当社資本金の100分の10以上に相当して特定子会社にな
り、重要性が増したため、連結子会社となりました。  

  

当第２四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。 

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。 

  

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出
する方法によっております。 

  

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場合には、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。 

  

税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計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
る方法によっております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成基準の適用 
 「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の適用 
 従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用さ
れたことに伴い、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定して
おります。 
 この変更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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益が134百万円、経常利益が134百万円、税金
等調整前四半期純利益が134百万円、四半期純利益が64百万円それぞれ減少しております。また、期
首の利益剰余金を402百万円増額したことに伴い、利益剰余金が同額増加しております。なお、セグ
メント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  

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)

(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

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 5,611 4,985 

受取手形及び売掛金 21,292 16,207 

商品及び製品 4,211 3,588 

仕掛品 3,346 1,932 

原材料及び貯蔵品 4,783 4,253 

その他 9,034 4,180 

貸倒引当金 △52 △37 

流動資産合計 48,227 35,110 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 13,738 13,173 

機械装置及び運搬具（純額） 24,911 23,315 

土地 1,944 1,944 

建設仮勘定 6,844 3,049 

その他（純額） 847 753 

有形固定資産合計 48,286 42,236 

無形固定資産 

のれん 288 323 

その他 416 406 

無形固定資産合計 705 730 

投資その他の資産 4,092 3,966 

固定資産合計 53,084 46,933 

資産合計 101,312 82,043 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 13,690 9,308 

短期借入金 7,342 3,200 

1年内返済予定の長期借入金 6,814 6,352 

未払法人税等 740 90 

賞与引当金 774 633 

その他 6,108 4,631 

流動負債合計 35,470 24,217 

固定負債 

新株予約権付社債 5,500 5,500 

長期借入金 19,229 15,264 

退職給付引当金 937 868 

役員退職慰労引当金 269 269 

その他 751 1,126 

固定負債合計 26,687 23,028 

負債合計 62,157 47,245 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,860 8,860 

資本剰余金 10,450 10,450 

利益剰余金 18,783 16,128 

自己株式 △197 △197 

株主資本合計 37,896 35,241 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △48 △6 

繰延ヘッジ損益 49 △44 

為替換算調整勘定 1,251 △396 

評価・換算差額等合計 1,253 △447 

少数株主持分 4 2 

純資産合計 39,154 34,797 

負債純資産合計 101,312 82,043 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 47,153 

売上原価 39,872 

売上総利益 7,281 

販売費及び一般管理費 3,801 

営業利益 3,479 

営業外収益 

受取利息 31 

受取配当金 1 

為替差益 382 

その他 133 

営業外収益合計 549 

営業外費用 

支払利息 473 

その他 345 

営業外費用合計 818 

経常利益 3,209 

特別利益 

固定資産売却益 0 

特別利益合計 0 

特別損失 

固定資産除売却損 5 

投資有価証券評価損 53 

特別損失合計 58 

税金等調整前四半期純利益 3,150 

法人税等 553 

少数株主利益 1 

四半期純利益 2,595 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 3,150 

減価償却費 3,437 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68 

賞与引当金の増減額（△は減少） 139 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △38 

受取利息及び受取配当金 △32 

支払利息 473 

為替差損益（△は益） △52 

有形固定資産除売却損益（△は益） 4 

投資有価証券評価損益（△は益） 53 

売上債権の増減額（△は増加） △7,919 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,187 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,596 

その他の資産の増減額（△は増加） △1,371 

その他の負債の増減額（△は減少） △168 

小計 169 

利息及び配当金の受取額 21 

利息の支払額 △436 

法人税等の還付額 283 

法人税等の支払額 △242 

営業活動によるキャッシュ・フロー △204 

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 △8,654 

無形固定資産の取得による支出 △59 

定期預金の預入による支出 △17 

定期預金の払戻による収入 185 

投資有価証券の取得による支出 △1,421 

貸付金の回収による収入 17 

保険積立金の積立による支出 △33 

その他 △6 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,988 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △0 

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,151 

長期借入れによる収入 7,155 

長期借入金の返済による支出 △2,994 

割賦債務の返済による支出 △327 

配当金の支払額 △343 

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,641 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,597 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46 

現金及び現金同等物の期首残高 4,578 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 748 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,372 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
 当連結グループは、電子関連事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

【所在地セグメント情報】 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (１)アジア・・・・・・・・・・・・中国、香港、フィリピン、ベトナム 

 (２)北米・・・・・・・・・・・・・アメリカ 

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）を第１四半期連結会計期間から適用した結果、従来の方法によっ

た場合に比べて、営業利益がアジアで134百万円減少しております。 

  

【海外売上高】 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(１)アジア・・・・・・・・・・・・中国、香港、フィリピン、シンガポール 

(２)北米・・・・・・・・・・・・・アメリカ 

(３)欧州・・・・・・・・・・・・・ドイツ、フランス 

３ 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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(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

24,009 21,984 1,159 47,153 ― 47,153

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,017 9,281 67 11,367 (11,367) ―

計 26,027 31,265 1,227 58,521 (11,367) 47,153

営業利益 1,456 1,808 28 3,293 185 3,479

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 23,820 1,158 70 25,049

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 47,153

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

50.5 2.5 0.1 53.1
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「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）を適用し、必要な修正を行っております。これに伴い、期首

の利益剰余金は402百万円増加しております。 

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

  前中間連結損益計算書

(単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額

Ⅰ 売上高 38,843

Ⅱ 売上原価 32,249

      売上総利益 6,593

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,813

      営業利益 3,779

Ⅳ 営業外収益 557

   １ 受取利息 194

   ２ 受取配当金 0

   ３ 為替差益 278

   ４ 作業屑売却益 3

   ５ その他 80

Ⅴ 営業外費用 779

   １ 支払利息 682

   ２ その他 96

      経常利益 3,557

Ⅵ 特別損失 273

   １ 固定資産除売却損 3

   ２ 役員退職慰労引当金繰入額 269

 税金等調整前中間純利益 3,284

 法人税等 569

 少数株主利益 2

 中間純利益 2,713
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  前中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 3,284

 ２ 減価償却費 2,789

 ３ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 32

 ４ 退職給付引当金の増減額（△は減少） 52

 ５ 賞与引当金の増減額（△は減少） 114

 ６ 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 35

 ７ 受取利息及び受取配当金 △ 195

 ８ 支払利息 682

 ９ 為替差損益（△は益） △ 269

 10 有形固定資産除売却損益（△は益） 3

 11 売上債権の増減額（△は増加） △ 7,780

 12 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,193

 13 仕入債務の増減額（△は減少） 875

 14 その他の資産の増減額（△は増加） 849
 15 その他の負債の増減額（△は減少） △ 352

小計 △ 1,141

 16 利息及び配当金の受取額 194
 17 利息の支払額 △ 631
 18 法人税等の支払額 △ 522

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,101

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 5,428

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △ 35

 ３ 投資有価証券等の取得による支出 △ 1,048

 ４ 定期預金の預入による支出 △ 16

 ５ 定期預金の払戻による収入 182

 ６ 保険積立金の拠出による支出 △ 34
 ７ その他 △ 19

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,400

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額（△は減少） 972

 ２ 長期借入れによる収入 6,012

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 2,264

 ４ 割賦取引債務の返済による支出 △ 436
 ５ 配当金の支払額 △ 300

  財務活動によるキャッシュ・フロー 3,983

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 166

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 4,351

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,202
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,850
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