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1.  平成21年4月期第2四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年10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4月期第2四半期 2,047 ― 226 ― 238 ― 123 ―

20年4月期第2四半期 2,191 △14.6 371 △49.1 377 △49.0 213 △47.8

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4月期第2四半期 1,152.27 ―

20年4月期第2四半期 1,955.82 ―

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4月期第2四半期 7,312 6,631 90.7 61,887.05
20年4月期 7,354 6,612 89.9 61,324.46

（参考） 自己資本   21年4月期第2四半期  6,631百万円 20年4月期  6,612百万円

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4月期 ― 500.00 ― 700.00 1,200.00
21年4月期 ― 700.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― 700.00 1,400.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 3,622 △22.2 154 △80.5 188 △75.9 84 △81.9 785.22

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 
１．平成20年６月９日発表の通期連結業績予想を修正しております。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３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」をご参照下さい。 
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4月期第2四半期  110,393株 20年4月期  110,393株

② 期末自己株式数 21年4月期第2四半期  3,241株 20年4月期  2,566株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第2四半期  107,557株 20年4月期第2四半期  109,324株



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２四半期（６ヶ月）のわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰、急激な為替変動による企業収益

の悪化、設備投資の減速に加え、個人消費の低迷など、緩やかな景気拡大が終焉し、景気の減速傾向が一層鮮明になっ

てまいりました。

　加えて、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際的な金融危機が、実体経済にも悪影響を及ぼしはじめ、

中国などの新興国経済も、欧米市場の低迷による輸出の減速などから成長が鈍化するなど、先行き不透明な状況となっ

ております。

　プリント配線板業界におきましては、前半は高機能製品向けのビルドアップ基板やモジュール基板への需要が認め

られたものの、全体的には軟調となったうえに、後半は景気減速の影響を受けた個人消費の低迷や設備投資の抑制と

いった動きもあり、更に厳しい環境のうちに推移することとなりました。

　このような情勢のもと、当社グループはビルドアップ配線板や半導体パッケージ基板、高多層基板といった付加価

値の高いプリント配線板のフラットプラグ加工の受注獲得に注力するとともに、設備機器関連事業の売上拡大を目指

した営業活動の強化を図ってまいりました。また期初より、生産革新活動を通じたコスト削減活動に取組んでまいり

ました。

　この結果、当第２四半期における売上高は2,047,891千円（前年同期比6.6％減）となりました。利益面では、人件

費の増加など販売費及び一般管理費が増加したため、営業利益は226,865千円（前年同期比39.0％減）、経常利益は

238,322千円（前年同期比36.8％減）、四半期純利益は123,935千円（前年同期比42.0％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

（1）プリント配線板加工事業

　　主力のフラットプラグ加工は顧客の内製化が進んだことや、市況が軟調に推移したことから受注が減少しまし

　た。　　

　　この結果、プリント配線板加工事業の売上高は1,205,318千円（前年同期比20.3％減）、営業利益は331,475千円

　（前年同期比35.0％減）となりました。 

（2）設備機器関連事業

　　フッ素ケミカル製品はアジア地区を中心に受注が堅調でした。また、設備販売につきましても、好調に推移いた

　しました。

　　この結果、設備機器関連事業の売上高は842,573千円（前年同期比24.1％増）、営業利益は151,269千円（前年同

　期比65.0％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析

　当第２四半期末の総資産は7,312,206千円（前期末比42,536千円減）となりました。この内、流動資産は4,536,730

千円（前期末比40,954千円増）となりました。これは主に現金及び預金が192,244千円増加したことと、受取手形及び

売掛金が183,332千円減少したことによるものです。

　固定資産は2,775,476千円（前期末比83,490千円減）となりました。これは主に有形固定資産が93,505千円減少した

ことと、無形固定資産が22,802千円増加したことによるものです。

  負債は680,885千円（前期末比61,425千円減）となりました。この内、流動負債は557,955千円（前期末比84,175千

円減）となりました。これは主に、買掛金が130,843千円減少したことによるものです。固定負債は122,930千円（前

期末比22,750千円増）となりました。

　純資産は6,631,320千円（前期末比18,888千円増）となりました。

  これらの結果、自己資本比率は、90.7％（前期末比0.8ポイント増）となりました。

　キャッシュ・フローの状況については、以下のとおりであります。

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は2,502,903千円（前期末比109,462千円減）となり

ました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは388,497千円のプラスとなりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益

が212,056千円、減価償却費が156,886千円、売上債権の減少額194,500千円による増加、および仕入債務の減少額

135,511千円による減少であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは402,978千円のマイナスとなりました。主な要因は、定期預金の純預入による

支出299,879千円、有形固定資産の取得による支出51,262千円および無形固定資産の取得による支出30,788千円であり

ます。 

　財務活動によるキャッシュ・フローは95,206千円のマイナスとなりました。この要因は、配当金の支払額74,286千

円、自己株式の取得による支出20,919千円であります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年４月期通期の連結業績予想につきまして、平成20年６月９日に公表しました業績予想数値を修正しており

ます。詳細につきましては、平成20年12月１日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。　

〔連結〕業績予想数値の修正　

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

 

通期

 

前回発表予想 4,775 550 568 328

今回修正予想 3,622 154 188 84

増減額 △1,153 △396 △380 △244

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。

（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

　固定資産の減価償却費の算定方法は、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

の額を期間按分する方法により算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用　

　当第１四半期連結会計期間より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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重要な資産の評価基準および評価方法の変更　

　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）を適用し、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。

　また、原材料、貯蔵品は従来、評価方法として最終仕入原価法を採用しておりましたが、総平均法による原価

法に変更しました。

　なお、この変更による影響額は軽微であります。

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　

　当第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２四半期連結会計期間末
(平成20年10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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,760,503 2,568,258

受取手形及び売掛金 1,444,908 1,628,240

有価証券 142,400 129,244

商品 630 540

製品 5,987 3,402

原材料 32,694 33,403

仕掛品 8,065 11,480

貯蔵品 22,602 22,266

繰延税金資産 37,408 41,792

その他 81,530 57,146

流動資産合計 4,536,730 4,495,775

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,661,486 2,651,377

減価償却累計額 △1,204,446 △1,133,148

建物及び構築物（純額） 1,457,040 1,518,228

機械装置及び運搬具 1,903,165 1,896,756

減価償却累計額 △1,488,953 △1,424,978

機械装置及び運搬具（純額） 414,211 471,778

工具、器具及び備品 193,923 178,723

減価償却累計額 △124,809 △110,164

工具、器具及び備品（純額） 69,113 68,559

土地 447,367 447,367

建設仮勘定 30,122 5,427

有形固定資産合計 2,417,855 2,511,360

無形固定資産   

その他 120,326 97,524

無形固定資産合計 120,326 97,524

投資その他の資産   

投資有価証券 38,304 85,439

繰延税金資産 83,225 53,821

その他 117,964 114,931

貸倒引当金 △2,200 △4,110

投資その他の資産合計 237,294 250,082

固定資産合計 2,775,476 2,858,967

資産合計 7,312,206 7,354,743



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10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４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 197,304 328,147

未払法人税等 109,633 68,851

賞与引当金 62,316 73,422

その他 188,701 171,708

流動負債合計 557,955 642,130

固定負債   

退職給付引当金 23,718 19,682

役員退職慰労引当金 － 75,497

その他 99,211 5,000

固定負債合計 122,930 100,180

負債合計 680,885 742,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,196,350 1,196,350

資本剰余金 2,051,849 2,051,849

利益剰余金 3,506,182 3,464,285

自己株式 △173,069 △152,149

株主資本合計 6,581,312 6,560,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △860 28,929

為替換算調整勘定 50,868 23,167

評価・換算差額等合計 50,007 52,096

純資産合計 6,631,320 6,612,432

負債純資産合計 7,312,206 7,354,743



（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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 2,047,891

売上原価 1,208,862

売上総利益 839,028

販売費及び一般管理費 612,162

営業利益 226,865

営業外収益  

受取利息 1,676

受取配当金 417

受取賃貸料 7,397

その他 6,949

営業外収益合計 16,440

営業外費用  

支払利息 920

為替差損 4,026

その他 36

営業外費用合計 4,983

経常利益 238,322

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除却損 114

減損損失 26,076

その他 75

特別損失合計 26,266

税金等調整前四半期純利益 212,056

法人税、住民税及び事業税 92,779

法人税等調整額 △4,658

法人税等合計 88,120

四半期純利益 123,935



（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５月１日 
 至 平成20年10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 212,056

減価償却費 156,886

減損損失 26,076

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,497

有形固定資産除却損 114

受取利息及び受取配当金 △2,093

支払利息 920

売上債権の増減額（△は増加） 194,500

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,596

仕入債務の増減額（△は減少） △135,511

前渡金の増減額（△は増加） △42,230

長期未払金の増減額（△は減少） 94,211

その他 8,482

小計 439,511

利息及び配当金の受取額 2,093

利息の支払額 △921

法人税等の支払額 △52,185

営業活動によるキャッシュ・フロー 388,497

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △400,197

定期預金の払戻による収入 100,318

有形固定資産の取得による支出 △51,262

投資有価証券の取得による支出 △3,016

無形固定資産の取得による支出 △30,788

貸付けによる支出 △12,428

その他 △5,604

投資活動によるキャッシュ・フロー △402,978

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 △20,919

配当金の支払額 △74,286

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,206

現金及び現金同等物に係る換算差額 225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △109,462

現金及び現金同等物の期首残高 2,612,365

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,502,903



　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

〔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５月１日　至平成20年10月31日）

プリント配線板
加工事業
（千円）

設備機器
関連事業
（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 1,205,318 842,573 2,047,891 － 2,047,891

（2）セグメント間の内部売上高又は

　　 振替高
－ 35,450 35,450 (35,450) －

　　　計 1,205,318 878,023 2,083,341 (35,450) 2,047,891

　　営業利益 331,475 151,269 482,745 (255,879) 226,865

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各事業の主な製品

　　　　（1）プリント配線板加工事業　・・・　フラットプラグ加工

　　　　（2）設備機器関連事業　　　　・・・　設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版　

〔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５月１日　至平成20年10月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。　

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年５月１日　至平成20年10月31日）

 東アジア 東南アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 270,171 4,757 274,928

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 2,047,891

Ⅲ　連結売上高に占める　　　　

海外売上高の割合（％）
13.2 0.2 13.4

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

科目 金額（千円）

Ⅰ　売上高  2,191,515

Ⅱ　売上原価  1,290,452

売上総利益  901,062

Ⅲ　販売費及び一般管理費  529,155

営業利益  371,907

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息 1,344  

２．受取配当金 1,054  

３．受取賃貸料 8,117  

４．その他 3,444 13,961

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 302  

２．為替差損 8,210  

３．その他 13 8,525

経常利益  377,342

Ⅵ　特別利益   

１．貸倒引当金戻入益 175  

２．賞与引当金戻入益 874 1,050

Ⅶ　特別損失   

１．固定資産除却損 2,071  

２．貸倒引当金繰入額 1,050  

３．減損損失 8,388 11,509

税金等調整前中間純利益  366,883

法人税、住民税及び事業税 154,711  

法人税等調整額 △1,648 153,063

中間純利益  213,819

－ 2 －



（２）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５月１日
至　平成19年10月31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 366,883

減価償却費 174,720

減損損失 8,388

受取利息及び受取配当金 △2,399

支払利息　 302

有形固定資産除却損 2,071

売上債権の増減額（増加：△） 157,653

たな卸資産の増減額（増加：△） 13,663

仕入債務の増減額（減少：△）　 △29,187

前渡金の増減額（増加：△） 34,838

その他 △26,426

小計 700,507

利息及び配当金の受取額 2,399

利息の支払額　 △260

法人税等の支払額　 △327,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 374,650

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出　 △100,000

有形固定資産の取得による支出　 △120,309

投資有価証券の取得による支出　 △1,283

無形固定資産の取得による支出　 △18,162

その他　 △483

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,239

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　 △36,120

自己株式の取得による支出　 △98,798

配当金の支払額 △76,402

財務活動によるキャッシュ・フロー △211,321

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,803

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △84,714

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,489,262

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,404,548

－ 3 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

プリント配線板
加工事業
（千円）

設備機器
関連事業
（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 1,512,611 678,904 2,191,515 － 2,191,515

（2）セグメント間の内部売上高又は

　　 振替高
－ 44,038 44,038 (44,038) －

　　　計 1,512,611 722,942 2,235,554 (44,038) 2,191,515

　　営業利益 510,222 91,671 601,894 (229,986) 371,907

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各事業の主な製品

　　　　（1）プリント配線板加工事業　・・・　フラットプラグ加工

　　　　（2）設備機器関連事業　　　　・・・　設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版　

－ 4 －
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