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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 6,528 ― 1,533 ― 1,536 ― 912 ―
20年3月期第2四半期 5,342 △32.4 1,009 △46.6 1,019 △45.7 520 △53.7

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 17,665.05 ―
20年3月期第2四半期 10,080.25 ―

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 10,220 7,918 77.5 153,244.96
20年3月期 12,265 7,188 58.6 139,116.62

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,918百万円 20年3月期  7,188百万円

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 ― 3,500.00 3,500.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3,500.00 3,500.00

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 11,000 2.3 2,180 0.2 2,180 △0.1 1,260 4.2 24,384.11

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、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 
 ・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、リスクや不確実な要素を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因
によって予想数値と異なる可能性があることをご承知おきください。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。  

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 有

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  51,673株 20年3月期  51,673株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―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  51,673株 20年3月期第2四半期  51,673株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする金融市場の混
乱に端を発した経済の減速懸念が高まり、景気の先行きは更に不透明感を増していく結果となりました。
 一方、当第２四半期連結累計期間におけるフラットパネルディスプレイ市場は、先行きの需要に対する
不透明感はあったものの、フラットパネルテレビの大画面化、高画質化、薄型化や有機ＥＬ方式による新
製品の展開などもあり、継続的な設備投資を促す状況下で推移いたしました。 
 このような状況の下、当社グループは製品力の基盤となるファインピッチ実装（高精細高密度実装）技
術の強化とお客様のご要望に即したカスタム化生産システムの提供を積極的に図ってまいりました。フラ
ットパネルディスプレイ関連装置においてはフラットパネルテレビの大画面化など製品の高付加価値化へ
の対応に注力し、また、半導体関連装置他においては、需要が拡大しているカメラ用撮像素子モジュール
への対応や、ＩＣカード、ＩＣタグなどに実装される半導体の微細化、薄型化への対応に引き続き注力し
てまいりました。 
 その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、6,528百万円（前年同期比1,185百万
円増加）となりました。 
 利益面におきましては、営業利益は1,533百万円（前年同期比524百万円増加）、経常利益は1,536百万
円（前年同期比516百万円増加）、四半期純利益は912百万円（前年同期比391百万円増加）となりまし
た。 
 前年同期は製品保証引当金の新設に伴い、特別損失に過年度製品保証引当金繰入額121百万円を計上い
たしましたが、当第２四半期連結累計期間では、特別損失は発生しておりません。 
 なお、前年同四半期比較は、当連結会計年度から四半期会計基準等が適用されたことにより、前年同四
半期とは適用される会計基準が異なるため参考として記載しております。 
  
  
  

当社グループの当第２四半期末における総資産は、前年度末に比べて2,044百万円減少し、10,220百万
円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加2,047百万円、棚卸資産の減少2,473百万円、受取
手形及び売掛金の減少1,539百万円であります。負債につきましては、前年度末に比べて2,774百万円減少
し2,302百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少1,948百万円、短期借入金の減
少700百万円、未払法人税等の減少62百万円であります。その結果、自己資本比率は前年度末の58.6％か
ら77.5％となりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
 当第２四半期末における現金及び現金同等物残高は、前年度末に比べて2,047百万円増加し、2,580百万
円となりました。 
(ア)営業活動によるキャッシュ・フロー 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,548百万円に対し、売上債 
    権の減少額1,539百万円、仕入債務の減少額1,948百万円、棚卸資産の減少額2,473百万円、法人 
    税等の支払額609百万円等により、2,946百万円の獲得となりました。 
(イ)投資活動によるキャッシュ・フロー 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により17百万円の支出となりま 
    した。 
(ウ)財務活動によるキャッシュ・フロー 
  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少による支出700百万円及び配当金の支 
  払による支出180百万円等により、881百万円の支出となりました。 
  
  
  

当第２四半期の業績予想については、第３四半期の早い時期に売上計上を計画していた物件が前倒しで
第２四半期に売上計上されたことによる売上高及び利益の修正に関するお知らせを平成20年10月31日にい
たしましたが、通期の業績予想については、現時点では平成20年５月12日の決算短信で公表いたしました
業績予想と変更はありません。 
  
  
  

【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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該当事項はありません。 
  

  

1.一般債権の貸倒見積高の算定方法 
   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。 
2.棚卸資産の評価方法 

   当第２四半期連結会計期間末の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。    
3.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   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。 
   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 
  た将来の業績予測を利用する方法によっております。 
  
  

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」(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)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
  これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に 
  与える影響はありません。 
3.「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3 

  月30日 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 
  委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 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に適用しております。 
   なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について 
  は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
   これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益 
  に与える影響はありません。 
  

  
  
  

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

(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：千円） 

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 2,580,639 532,640 

受取手形及び売掛金 3,396,827 4,935,932 

原材料 22,999 11,038 

仕掛品 1,727,893 4,213,151 

繰延税金資産 169,558 216,095 

その他 19,650 11,146 

貸倒引当金 △27,103 △39,688 

流動資産合計 7,890,465 9,880,318 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,119,074 1,150,652 

土地 1,013,925 1,013,925 

建設仮勘定 9,901 － 

その他（純額） 56,186 58,291 

有形固定資産合計 2,199,087 2,222,869 

無形固定資産 15,299 13,661 

投資その他の資産 116,005 148,302 

固定資産合計 2,330,392 2,384,833 

資産合計 10,220,857 12,265,152 
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（単位：千円） 

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 1,152,230 3,100,996 

短期借入金 － 700,000 

未払法人税等 569,330 631,796 

未払消費税等 184,800 43,994 

前受金 － 90,915 

賞与引当金 76,644 65,576 

役員賞与引当金 － 21,300 

製品保証引当金 143,221 128,991 

その他 70,822 117,763 

流動負債合計 2,197,051 4,901,333 

固定負債 

役員退職慰労引当金 100,225 175,245 

その他 4,954 － 

固定負債合計 105,179 175,245 

負債合計 2,302,231 5,076,579 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,684,420 1,684,420 

資本剰余金 1,597,920 1,597,920 

利益剰余金 4,638,009 3,906,058 

株主資本合計 7,920,349 7,188,398 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,722 174 

評価・換算差額等合計 △1,722 174 

純資産合計 7,918,626 7,188,573 

負債純資産合計 10,220,857 12,265,152 
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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：千円） 

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 6,528,417 

売上原価 4,672,754 

売上総利益 1,855,662 

販売費及び一般管理費 322,289 

営業利益 1,533,373 

営業外収益 

受取利息 41 

助成金収入 4,511 

その他 1,735 

営業外収益合計 6,287 

営業外費用 

支払利息 556 

コミットメントフィー 2,916 

営業外費用合計 3,472 

経常利益 1,536,187 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 12,584 

特別利益合計 12,584 

特別損失 － 

税金等調整前四半期純利益 1,548,772 

法人税、住民税及び事業税 557,623 

法人税等調整額 78,342 

法人税等合計 635,966 

四半期純利益 912,806 
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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 1,548,772 

減価償却費 45,548 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,584 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,067 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,300 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14,230 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,020 

受取利息及び受取配当金 △148 

支払利息 556 

売上債権の増減額（△は増加） 1,539,105 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,473,297 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,948,766 

前受金の増減額（△は減少） △90,915 

その他 73,146 

小計 3,556,990 

利息及び配当金の受取額 148 

利息の支払額 △718 

法人税等の支払額 △609,708 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,946,711 

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 △14,524 

無形固定資産の取得による支出 △1,397 

投資有価証券の取得による支出 △699 

貸付金の回収による収入 156 

その他 △963 

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,427 

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） △700,000 

配当金の支払額 △180,855 

その他 △430 

財務活動によるキャッシュ・フロー △881,286 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,047,998 

現金及び現金同等物の期首残高 532,640 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,580,639 
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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） 

  当社グループは単一事業形態であるため、該当事項はありません。 

  

[所在地別セグメント情報] 

 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） 

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

  ん。 

  

[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） 

  海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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「参考資料」

（要約）前中間連結損益計算書

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(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 5,342,508 100.0

Ⅱ 売上原価 3,963,553 74.2

  売上総利益 1,378,955 25.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 369,817 6.9

  営業利益 1,009,137 18.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 39

 ２ 受取配当金 78

 ３ 受取助成金 5,944

 ４ その他 9,683 15,745 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2,719

 ２ コミットメントライン費用 2,530 5,249 0.1

  経常利益 1,019,633 19.1

Ⅵ 特別利益 ─ ─ ─

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 4,456

 ２ 過年度製品保証引当金繰入額 121,345

 ３ その他 9 125,811 2.4

  税金等調整前中間純利益 893,822 16.7

  法人税、住民税及び事業税 439,075

  法人税等調整額 △ 66,130 372,945 7.0

  中間純利益 520,876 9.7
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（要約）前中間連結キャッシュ・フロー計算書

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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純利益 893,822

  減価償却費 35,171

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,979

  賞与引当金の増減額（△は減少） 14,431

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 26,800

  製品保証引当金の増減額（△は減少） 90,571

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,765

  受取利息及び受取配当金 △ 118

  支払利息 2,719

  固定資産除却損 4,456

  売上債権の増減額（△は増加） △ 4,079,092

  たな卸資産の増減額（△は増加） 593,090

  仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,544,491

  未払消費税等の増減額（△は減少） △ 100,353

  前受金の増減額（△は減少） △ 5,554

  その他 △ 19,861

  小計 △ 4,099,266

  利息及び配当金の受取額 118

  法人税等の支払額 △ 358,747

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 4,457,895

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 △ 423,630

  無形固定資産の取得による支出 △ 9,247

  投資有価証券の取得による支出 △ 671

  貸付金の回収による収入 153

  その他 5,949

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 427,445

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） 2,200,000

  配当金の支払額 △ 155,019

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,044,981

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 2,840,360

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,693,251

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 852,890
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