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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 5,042 ― △133 ― 157 ― 115 ―

20年3月期第2四半期 6,356 20.3 52 △37.4 37 △54.7 19 △73.2

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 5,893.48 ―

20年3月期第2四半期 1,002.20 ―

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 7,469 1,508 20.1 76,759.02
20年3月期 4,343 1,394 32.0 71,070.21

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,500百万円 20年3月期  1,389百万円

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 ― 400.00 400.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,000.00 2,000.00

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 13,334 8.8 73 21.0 378 461.5 324 1,061.9 15,601.65

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 
１．業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、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日公表の当初の連結予想から平成20年９月12日に公表いたしました連結業績予想に変更しております。 
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 1 社 （社名 東莞泰山電子有限公司 ） 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  19,550株 20年3月期  19,550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  19,550株 20年3月期第2四半期  19,550株
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当第２四半期連結累計期間の世界経済は、欧米諸国に加えて新興国でも景気の減速傾向が高まり、そ

の一方で、資源価格高騰を受けて世界的に物価上昇が進みました。米国経済は昨年来からのサブプライ

ムローン問題の深刻化に失業率上昇など雇用環境の悪化が重なり個人消費の低迷が続きました。欧州経

済は物価上昇により個人消費が停滞し、景気の減速が進みました。アジア経済も、景気に減速感が見ら

れ、高い成長率を維持してきた中国経済も成長率が鈍化しました。我が国経済は、原油価格高騰に加え

米国経済減速の影響を受け、これまで長期に亘る成長を引率してきた輸出が減少に転じ、景気が転換期

を迎えました。 

当社のプリント基板業界におきましては、薄型テレビを中心とした買い替え需要を始めとしたデジタ

ル家電関連全体の需要が一巡し、また銅箔等のプリント基板材料の高騰、中国国内における労働賃金の

高騰などにより、厳しい環境が続いており、また、製品価格競争等の激化により、市場は依然厳しい状

況が続いております。 

このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は5,042百万円、連結営業損失は133百

万円、連結経常利益は157百万円、連結四半期純利益は115百万円となりました。 

  

当第２四半期末における総資産は7,469百万円となり、前連結会計年度末比3,125百万円増加いたしま

した。流動資産は5,596百万円となり、1,887百万円増加いたしました。主な要因は、東莞泰山電子有限

公司を期中に買収したこと（子会社化）等による未収入金2,228百万円（前連結会計年度末比2,221百万

円増加）によるものであります。有形固定資産は、東莞泰山電子有限公司の子会社化等に伴い861百万

円（前連結会計年度末比763百万円増加）となりました。無形固定資産は120百万円（前連結会計年度末

比49百万円増加）、投資その他の資産は891百万円（前連結会計年度末比424百万円増加）となりまし

た。  

 当第２四半期末の負債合計は5,961百万円となり、前連結会計年度末比3,012百万円増加いたしまし

た。流動負債は5,446百万円となり、2,950百万円増加いたしました。主な要因は、東莞泰山電子有限公

司の子会社化等による未払金2,264百万円（前連結会計年度末比2,221百万円増加）、短期借入金1,468

百万円（前連結会計年度比731百万円増加）によるものであります。固定負債は514百万円（前連結会計

年度末比62百万円増加）となりました。 

 当第２四半期末の純資産の部は1,508百万円となり、前連結会計年度末比113百万円増加いたしまし

た。主な要因は、当四半期純利益115百万円の計上によるものであります。この結果、自己資本比率は

前連結会計年度末の32.0%から20.1%となりました。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいており、平成20年９月12日に開示致しましました平成21

年３月期業績予想から変更はございません。  

（連結業績予想）  

  売上高    13,334百万円 （前期比 8.8%増）  

  営業利益     73百万円 （前期比 21.0%増）  

  経常利益     378百万円 （前期比 461.5%増）  

  当期純利益    324百万円 （前期比 1,061.9%増） 

【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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（重要な関係会社の異動） 

連結新規：東莞泰山電子有限公司 

平成20年９月30日付けで、同社への出資額全額を拠出するJet Master Limitedの発行済株式の全株

式を取得することにより連結子会社と致しました。 

  

 一部簡便な会計処理を適用しております。 

  

  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 棚卸資産の評価基準及び評価方法  

 「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、電子商品の一部については、先

入先出法による原価法から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、さ

らにデジタル商品については、総平均法による原価法から総平均法による原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。なお、これらの変更による損益への影響は軽微でありま

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  

  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。なお、この変更

による損益への影響は軽微であります。 

  ④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた 会計処

理に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（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、連結子会社の一部において、当第２四半

期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理を適用しておりま

す。 

  なお、リース取引開始日がリース会計基準適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

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)

(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 482,056 928,354 

受取手形及び売掛金 1,765,356 1,714,411 

有価証券 96,778 239,397 

商品及び製品 928,049 766,141 

原材料及び貯蔵品 998 － 

未収入金 2,228,588 6,866 

その他 100,619 61,098 

貸倒引当金 △5,894 △7,486 

流動資産合計 5,596,554 3,708,784 

固定資産 

有形固定資産 861,089 97,506 

無形固定資産 

のれん 67,033 17,444 

その他 53,328 53,036 

無形固定資産合計 120,361 70,480 

投資その他の資産 

投資有価証券 749,874 425,764 

その他 144,630 42,530 

貸倒引当金 △3,239 △1,931 

投資その他の資産合計 891,264 466,362 

固定資産合計 1,872,716 634,349 

繰延資産 318 636 

資産合計 7,469,589 4,343,770 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,279,980 1,412,930 

短期借入金 1,468,601 737,258 

1年内返済予定の長期借入金 105,697 62,201 

1年内償還予定の社債 120,000 120,000 

未払金 2,264,602 42,756 

未払法人税等 41,113 40,470 

賞与引当金 13,130 9,130 

その他 153,650 71,829 

流動負債合計 5,446,777 2,496,577 

固定負債 

社債 140,000 150,000 

長期借入金 270,739 279,220 

役員退職慰労引当金 － 12,639 

退職給付引当金 1,800 1,800 

その他 102,095 8,791 

固定負債合計 514,634 452,450 

負債合計 5,961,412 2,949,028 
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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 469,010 469,010 

資本剰余金 458,010 458,010 

利益剰余金 647,342 539,946 

株主資本合計 1,574,362 1,466,966 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,470 12,460 

為替換算調整勘定 △75,194 △90,004 

評価・換算差額等合計 △73,724 △77,543 

新株予約権 2,960 1,932 

少数株主持分 4,577 3,386 

純資産合計 1,508,177 1,394,742 

負債純資産合計 7,469,589 4,343,770 
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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 5,042,027 

売上原価 4,425,153 

売上総利益 616,873 

販売費及び一般管理費 750,641 

営業損失（△） △133,768 

営業外収益 

受取利息 1,378 

負ののれん償却額 310,278 

その他 16,696 

営業外収益合計 328,353 

営業外費用 

支払利息 20,298 

為替差損 11,941 

持分法による投資損失 2,618 

その他 2,661 

営業外費用合計 37,520 

経常利益 157,064 

特別利益 

前期損益修正益 2,410 

特別利益合計 2,410 

特別損失 

前期損益修正損 9,483 

固定資産売却損 371 

特別損失合計 9,855 

税金等調整前四半期純利益 149,619 

法人税、住民税及び事業税 44,168 

法人税等調整額 △11,188 

法人税等合計 32,979 

少数株主利益 1,421 

四半期純利益 115,217 
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   【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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) 

売上高 2,407,428 

売上原価 2,114,204 

売上総利益 293,223 

販売費及び一般管理費 387,014 

営業損失（△） △93,790 

営業外収益 

受取利息 813 

負ののれん償却額 310,278 

その他 16,364 

営業外収益合計 327,455 

営業外費用 

支払利息 10,807 

為替差損 3,033 

持分法による投資損失 2,618 

その他 1,326 

営業外費用合計 17,785 

経常利益 215,879 

特別利益 

前期損益修正益 2,904 

特別利益合計 2,904 

特別損失 

前期損益修正損 9,483 

特別損失合計 9,483 

税金等調整前四半期純利益 209,299 

法人税、住民税及び事業税 40,192 

法人税等調整額 715 

法人税等合計 40,907 

少数株主利益 1,062 

四半期純利益 167,329 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

（要約）中間連結損益計算書 
  

 
  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

前年同四半期

科  目 （平成20年３月期中間期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 6,356,346

Ⅱ 売上原価 5,680,952

   売上総利益 675,393

Ⅲ 販売費及び一般管理費 623,258

   営業利益 52,135

Ⅳ 営業外収益 9,432

Ⅴ 営業外費用 23,594

   経常利益 37,973

Ⅵ 特別利益 5,755

Ⅶ 特別損失 22,128

   税金等調整前中間純利益 21,600

   法人税、住民税及び事業税 5,207

   法人税等調整額 △ 3,639

   少数株主利益 440

   四半期純利益 19,592
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