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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） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、20年３月期第2四半期については潜在株式が存在しないため、21年３月期第2四半期については１株当たり四
半期純損失であり、また、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 

  

(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 15,638 ― 55 ― △202 ― △267 ―

20年3月期第2四半期 17,262 14.9 235 △67.9 324 △56.3 299 △48.8

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 △19.13 ―

20年3月期第2四半期 21.45 ―

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 21,703 4,659 20.9 324.24
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2四半期  4,531百万円 20年3月期  4,908百万円

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 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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  有  
 

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 31,500 △4.5 250 224.7 △200 ― △250 ― △17.89

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、４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、４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 平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想数値を変更しております。詳細につきましては、本日（平成20年11月
14日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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。 
３ 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。  

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  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2四半期  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2四半期  13,976,000株 20年3月期第2四半期  13,976,000株
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※前年同期比較に関する情報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

が、米国大手証券の倒産を引起すなど金融機関の業績に大きな打撃を与えるとともに、株式市場にも大き

な影響を及ぼし世界同時株安を招来したことから金融不安が一気に進み、景気の減速感が一段と強まりま

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、急激な円高による影響が企業業績を圧迫

したことから、急速に景気が悪化してまいりました。  

 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の成長が鈍化したこと

に加え、これまで好調に推移してきたカーエレクトロニクス関連が、米国市場での販売不振の影響から当

第２四半期連結累計期間の後半に需要が伸び悩んだことにより、原材料価格の高止まりが続くなか全体的

には非常に厳しい状況となりました。 

 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２四半期連結累計期間の連結売上高は15,638百

万円(前年同期比9.4％減1,623百万円減収)となりました。  

 損益につきましては、国内では、高止まりした原材料価格及び製品仕入価格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回復基調となりましたが、海外で競争

激化による収益率の悪化から、営業利益は55百万円(前年同期比179百万円減益)となりました。経常損益

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202百万円(前年同期比526百万円減益)の経常損失となり、四半期純損益

は267百万円(前年同期比567百万円減益)の四半期純損失となりました。   
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産 

当第２四半期末の資産合計は21,703百万円(前連結会計年度末比356百万円減)となりました。その内

訳は、流動資産が13,377百万円(前連結会計年度末比826百万円減)、固定資産が8,325百万円(前連結会

計年度末比469百万円増)であり、主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動資産は、シンジケートローンの一部を実行したことなどにより現金及び預金は増加しましたが、

円高による為替の影響により海外子会社の円換算額及び減収に伴い売上債権が減少いたしました。  

 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第

１四半期連結会計期間に連結対象子会社としたことや、中国珠海市で建設中である白井電子科技(珠海)

有限公司の新工場で建設仮勘定を計上したことなどにより、872百万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により448百万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850百万円減少いたしま

した。  

② 負債 

当第２四半期末の負債合計は17,043百万円(前連結会計年度末比19百万円増)となりました。その内訳

は、流動負債が10,204百万円(前連結会計年度末比2,722百万円減)、固定負債が6,838百万円(前連結会

計年度末比2,741百万円増)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、減収に伴う仕入債務の減少

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が増加いたしました。  

③ 純資産 

当第２四半期末の純資産合計は4,659百万円(前連結会計年度末比376百万円減)となりました。主な減

少要因は、267百万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。 

・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
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(2) 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は、前連結会計年度末と比べて319百万円増加の3,874百

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２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、151百万円の流出となり

ました。その主な増減要因は、売上債権の減少870百万円やたな卸資産の減少431百万円により資金の獲

得となりましたが、税金等調整前四半期純損失が206百万円であったことや、仕入債務の減少により

1,246百万円資金が流出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２四半期末連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,396百万円の流出と

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と、有形固定資産の取得による支出741百万円によるも

のであります。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,958百万円の獲得とな

りました。その主な増減要因は、長期借入れによる収入3,450百万円によるものであります。  
  

当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成20年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予

想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成20年11月14日）公表の

「営業外損失並びに特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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。 
  

（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 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。 

  

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、当第２四半期連結累計期間の経常
損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ160,384千円増加しております。 

  

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

(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 4,544,021 4,204,550 

受取手形及び売掛金 6,439,301 7,261,038 

製品 991,962 1,235,082 

仕掛品 342,644 362,105 

原材料及び貯蔵品 549,707 706,585 

繰延税金資産 241,165 213,130 

その他 272,762 224,579 

貸倒引当金 △4,469 △3,776 

流動資産合計 13,377,095 14,203,296 

固定資産 

有形固定資産 4,643,673 3,771,579 

無形固定資産 

のれん 455,014 － 

その他 301,575 308,545 

無形固定資産合計 756,590 308,545 

投資その他の資産 2,925,650 3,776,560 

固定資産合計 8,325,913 7,856,685 

資産合計 21,703,009 22,059,981 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,425,860 7,704,964 

短期借入金 1,353,164 2,043,187 

1年内返済予定の長期借入金 1,448,370 1,344,802 

賞与引当金 263,249 218,118 

未払法人税等 22,412 212,763 

その他 691,548 1,402,811 

流動負債合計 10,204,604 12,926,647 

固定負債 

長期借入金 5,272,099 2,564,774 

退職給付引当金 759,396 691,193 

役員退職慰労引当金 461,801 451,309 

その他 345,363 390,232 

固定負債合計 6,838,660 4,097,509 

負債合計 17,043,265 17,024,157 
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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) 

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 1,645,425 1,994,992 

自己株式 △67 △67 

株主資本合計 4,483,298 4,832,864 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 72,665 112,945 

為替換算調整勘定 △24,836 △37,366 

評価・換算差額等合計 47,829 75,579 

少数株主持分 128,616 127,381 

純資産合計 4,659,744 5,035,824 

負債純資産合計 21,703,009 22,059,981 
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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 15,638,966 

売上原価 13,733,899 

売上総利益 1,905,067 

販売費及び一般管理費 1,849,986 

営業利益 55,080 

営業外収益 

受取利息 9,920 

受取配当金 7,086 

投資不動産賃貸料 33,285 

その他 29,042 

営業外収益合計 79,335 

営業外費用 

支払利息 78,682 

為替差損 74,465 

持分法による投資損失 1,448 

開業費 131,355 

その他 50,669 

営業外費用合計 336,621 

経常損失（△） △202,206 

特別利益 

固定資産売却益 4,333 

貸倒引当金戻入額 4,872 

特別利益合計 9,205 

特別損失 

固定資産処分損 12,667 

投資有価証券評価損 538 

特別損失合計 13,206 

税金等調整前四半期純損失（△） △206,206 

法人税、住民税及び事業税 50,402 

法人税等調整額 9,557 

法人税等合計 59,960 

少数株主利益 1,235 

四半期純損失（△） △267,402 
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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損失（△） △206,206 

減価償却費 261,556 

リース資産減損勘定の取崩額 △61,713 

のれん償却額 50,557 

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,219 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,055 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △108,775 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,123 

受取利息及び受取配当金 △17,006 

支払利息 78,682 

為替差損益（△は益） 82,252 

固定資産売却損益（△は益） △4,333 

固定資産処分損益（△は益） 12,667 

投資有価証券評価損益（△は益） 538 

持分法による投資損益（△は益） 1,448 

売上債権の増減額（△は増加） 870,555 

たな卸資産の増減額（△は増加） 431,661 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,246,946 

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,135 

その他 △58,136 

小計 140,819 

利息及び配当金の受取額 17,006 

利息の支払額 △76,630 

法人税等の支払額 △278,025 

法人税等の還付額 44,868 

営業活動によるキャッシュ・フロー △151,961 

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 31,204 

有形固定資産の取得による支出 △741,151 

有形固定資産の売却による収入 8,262 

無形固定資産の取得による支出 △7,537 

投資有価証券の取得による支出 △57,240 

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 60,552 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,396,411 

シライ電子工業株式会社（6658)平成21年3月期第2四半期決算短信

－8－



  

（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) 

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） △714,242 

長期借入れによる収入 3,450,000 

長期借入金の返済による支出 △776,798 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,958,959 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △91,115 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 319,471 

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 3,874,021 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  

該当事項はありません。 

  

  

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 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 

  

  

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 その他の地域の区分に属する主な国は、米国であります。 

  

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）  

「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、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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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 15,323,031 313,513 265,573 15,902,117 (263,151) 15,638,966

営業利益又は営業損失(△) 23,942 34,007 △5,416 52,532 2,548 55,080

【所在地別セグメント情報】

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 8,678,584 7,949,197 41,869 16,669,651 (1,030,685) 15,638,966

営業利益又は営業損失(△) △79,851 208,248 3,806 132,203 (77,122) 55,080

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

  

 
  

「参考資料」

(1)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 17,262,674 100.0

Ⅱ 売上原価 15,125,366 87.6

   売上総利益 2,137,307 12.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,902,248 11.0

   営業利益 235,058 1.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 5,478

 ２ 受取配当金 17,208

 ３ 持分法による 

   投資利益
98,925

 ４ 投資不動産賃貸料等 38,602

 ５ その他 23,070 183,284 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 57,130

 ２ 投資不動産管理料等 10,349

 ３ 為替差損 3,907

 ４ デリバティブ評価損 11,058

 ５ その他 11,688 94,133 0.6

   経常利益 324,209 1.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 5,112

 ２ 貸倒引当金戻入益 35

 ３ 償却債権取立益 ―

 ４ 出資証券売却益 ― 5,148 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 22,951

 ２ 過年度出向者給料  

   調整額
― 22,951 0.1

   税金等調整前 

   中間純利益
306,406 1.8

   法人税、住民税 

   及び事業税
95,485

   法人税等調整額 △91,518 3,966 0.0

   少数株主利益 2,686 0.0

   中間純利益 299,753 1.8

シライ電子工業株式会社（6658)平成21年3月期第2四半期決算短信

－11－



  

 
  

(2)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

 １ 税金等調整前中間純利益 306,406

 ２ 減価償却費 286,960

 ３ 賞与引当金の増加額 7,819

 ４ 退職給付引当金の増加額 37,186

 ５ 役員退職慰労引当金の増加額 24,775

 ６ 貸倒引当金の増減額 133

 ７ 受取利息及び受取配当金 △22,686

 ８ 支払利息 57,130

 ９ 為替差損益 4,622

 10 固定資産売却益 △5,112

 11 固定資産処分損 20,651

 12 投資有価証券売却益 ―

 13 出資証券売却益 ―

 14 持分法による投資利益 △98,925

 15 売上債権の増加額 △437,581

 16 たな卸資産の増加額 △106,360

 17 仕入債務の増減額 △273,106

 18 未払消費税等の増減額 11,191

 19 その他 29,827

    小計 △157,068

 20 利息及び配当金の受取額 22,686

 21 利息の支払額 △58,656

 22 法人税等の支払額 △77,121

 23 法人税等の還付額 6,447

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
△263,712

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入れによる支出 △100,000

 ２ 定期預金の払戻による収入 114,400

 ３ 有価証券の取得による支出 ―

 ４ 有価証券の償還による収入 7,988

 ５ 有形固定資産の取得による支出 △578,780

 ６ 有形固定資産の売却による収入 6,539

 ７ 無形固定資産の取得による支出 △166,275

 ８ 投資有価証券の取得による支出 △6,716

 ９ 投資有価証券の売却による収入 ―

 10  関係会社株式の取得による支出 ―

 11 出資証券の売却による収入 100

 12 その他 △8,920

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△731,664

Ⅲ 財務活動による  

  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額  1,455,616

 ２ 長期借入れによる収入 880,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △702,320

 ４ 配当金の支払額 △69,873

 ５ 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
1,561,422

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 21,532

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 587,577

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  

  中間期末残高
2,759,072
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(3)セグメント情報 

  

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) 

  

 
  

(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 

３ 営業費用はすべ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。 

４ 従来、全セグメントの売上高の合計額、営業利益の合計額に占める「プリント配線板事業」の割合がいずれ

も90％を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、「プリント配線板

外観検査機事業」の重要性が増したことから、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメント情報を記載

することといたしました。 

  

【事業の種類別セグメント情報】

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

 (1) 外部顧客に対する売上高 16,935,490 290,821 36,362 17,262,674 ― 17,262,674

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 36,197 260,528 296,726 (296,726) ―

計 16,935,490 327,019 296,890 17,559,400 (296,726) 17,262,674

営業費用 16,791,463 259,820 297,540 17,348,824 (321,209) 17,027,615

営業利益又は営業損失(△) 144,026 67,199 △649 210,575 24,483 235,058
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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) 

  

 
(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 営業費用はすべ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。 

４ 会計方針の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(２)①に記載のとおり、当社及び国内連結子会

社の有形固定資産の減価償却の方法を法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについ

ては改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。  

 これに伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合と比べ、「日本」の営業費用は4,564千円増

加し、営業利益が同額減少しております。 

５ 追加情報 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(２)①に記載のとおり、当社及び国内連結子会

社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。  

 これに伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合と比べ、「日本」の営業費用は10,617千円増

加し、営業利益が同額減少しております。 

６ 所在地別セグメントの名称については、従来、「日本」「香港」としておりましたが、連結子会社の増加に

伴い、「香港」を「中国・香港」に変更しております。 

なお、所在地の区分に変更はありません。 

  

（「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(２)①につきましては、平成19年11月14日 平成20年３

月期 中間決算短信にて開示しております。） 

【所在地別セグメント情報】

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

 (1) 外部顧客に対する売上高 9,264,714 7,997,959 ― 17,262,674 ― 17,262,674

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

22,873 1,099,277 23,782 1,145,933 (1,145,933) ―

計 9,287,588 9,097,236 23,782 18,408,607 (1,145,933) 17,262,674

営業費用 9,550,209 8,587,962 21,620 18,159,792 (1,132,176) 17,027,615

営業利益又は営業損失(△) △262,620 509,274 2,162 248,815 (  13,756) 235,058
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