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1.  平成21年7月期第1四半期の連結業績（平成20年8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7月期第1四半期 2,827 ― △23 ― 9 ― △135 ―

20年7月期第1四半期 3,235 5.9 272 △39.4 234 △49.1 141 △56.1

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7月期第1四半期 △270.33 ―

20年7月期第1四半期 317.06 ―

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7月期第1四半期 17,734 12,228 69.0 24,456.91
20年7月期 18,278 12,462 68.2 24,925.81

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  12,228百万円 20年7月期  12,462百万円

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7月期 0.00 75.00 0.00 125.00 200.00
21年7月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― 75.00 0.00 125.00 200.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 5,074 △23.5 △276 ― △232 ― △373 ― △746.00

通期 9,678 △23.4 △356 ― △287 ― △416 ― △832.00

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】４．その他をご覧下さい。  

(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】４．その他をご覧下さい。  

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当っての注意事項等については、2ページ【定性的情報・財
務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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7月期第1四半期  500,000株 20年7月期  500,000株

② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  0株 20年7月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第1四半期  500,000株 20年7月期第1四半期  445,217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1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機を契機とする海外経済の減速の影響やエネル

ギー・原材料価格高を要因とした交易条件の悪化に伴う実質購買力の低下を背景に、輸出、国内民間需要ともに下

振れて推移するなど停滞色が強まりました。企業収益は、既往の原材料高に加え、海外経済の減速や円高の影響に

よる交易条件の悪化等を背景に減少を続けております。企業の景況感も一層慎重となり、設備投資も減少しており

ます。また、個人消費につきましても、資源・食料を中心とした物価上昇による家計所得の圧迫、さらには、雇

用・所得環境の悪化から、低迷が続いております。 

当社グループが属する電子工業界におきましては、世界経済全体の景気悪化懸念が強まる中、市場を牽引してき

た携帯電話機の世界生産台数が一部機種に堅調な伸びがみられるものの従来の二桁成長から伸び率の鈍化がみられ

るほか、国内では新販売方式による端末価格の高騰等から総出荷台数が前年を大きく下回る等調整色を強めており

ます。また、価格競争の激化や原材料価格の高止まりなど、市場環境は一層厳しさを増しております。 

このような状況のもとで当社グループは、既存主力取引先への営業強化はもとより新たな顧客層の開拓による受

注量の確保を図る等積極的な営業活動を展開いたしました。また、金価格高騰に対応した主材料費低減活動の強化

やプレス・めっき一貫加工体制の整備にも注力したほか、顧客ニーズを的確にとらえた新技術開発にも積極的に取

り組みました。 

この結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売上高 百万円(前年同期比 %減)、営業損失 百万円(前

年同期は営業利益 百万円)、経常利益 百万円(前年同期比 %減)、四半期純損失 百万円(前年同期は四半期

純利益 百万円)となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債、純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金が 百万円減少したことなどにより、前連結会

計年度末比 百万円減少し、 百万円となりました。負債は、借入金の返済、社債の償還などにより、 百

万円減少の 百万円となりました、また、純資産は 百万円減少の 百万円となりました。この結果、自

己資本比率は、 %となり、前連結会計年度末比 %増加しました。   

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第1四半期連結会計期間における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、 百万円となりまし

た。  

  当第1四半期連結会計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  当第1四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、 百万円となりました。これは主に役員退

職慰労金が 百万円減少したものの、売上債権が 百万円、棚卸資産が 百万円それぞれ減少したことに加

え、減価償却費が 百万円あっ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1四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。これは主に定期預

金の預入払戻による預入超過 百万円と、固定資産の取得による支出が 百万円あったことによるものであり

ます。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  当第1四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、 百万円となりました。これは主に、社債

の償還及び借入金の返済による支出が 百万円あったことによるものであります。  
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の見通しにつきましては、米国発の金融危機が実体経済に波及し世界同時不況の様相が強まる中、わが国の

景気後退も長引くとの見方が浮上し、経済環境は先行き益々厳しさを増していくものと予想されます。 

  当社グループはこのような厳しい経営環境のもとにあって、従来より、品質(Q)・コスト(C)・納期(D)・サービス

(S)の強化こそが製品競争力を高め顧客満足度を向上させるとの信念をもち「Q、C、D、S」を標語として掲げてまい

りましたが、この活動を一層強化し、業績向上に努めてまいります。 

  また、お客様からの様々な要望・ニーズに応えられるよう新たな技術開発に積極的に取り組むほか、前期より開

始した材料費低減活動も継続・強化してまいります。プレス・めっき一貫加工体制の一層の充実・整備も推し進め

て納期対応力の向上を図るとともに、日本の5工場、フィリピン、中国の生産拠点の役割を明確化して効率的な生産

体制を構築してまいります。  

  さらに既存のお客様に限らずあらゆる受注機会を求め営業を強化し受注確保に努めるとともに、すべての経費の

見直し、削減を徹底して業績の向上に努めてまいります。 
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  第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、本日平成20年12月8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。 

   

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の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。 

  

（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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し、評価基準につ

いては、従来めっき材に係る原材料は低価法、それ以外は原価法を採用しておりましたが、当第１四半期連結

会計期間より原価法（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。この結果、従来の方法に

よった場合に比べて、営業損失が 千円増加、経常利益が 千円減少、税金等調整前四半期純損が同

額増加しております。また、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。 

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」（実務対応報告第18号 平成18年

５月17日）を当第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。なお、この変

更による損益への影響は軽微であります。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

 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日以後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、当第１四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。ただ

し、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で、これらの会計基準等に基づき所有権移

転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しております。なお、これによる、営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純損失並

びにセグメント情報に与える影響はありません。 

  

追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社は、法人税法改正（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（平成20年４月30日

財務省令第32号））に伴い、当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の減価償却を算出する際の耐用年

数を、改正後の法人税法の耐用年数に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業

損失が 千円増加、経常利益が同額減少、税金等調整前四半期純損失が同額増加しております。また、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。 
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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１四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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,245,270 4,178,512

受取手形及び売掛金 3,490,153 3,735,087

製品 80,907 119,527

原材料及び貯蔵品 1,158,113 1,330,125

繰延税金資産 117,408 －

その他 139,880 119,500

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 9,229,234 9,480,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,182,756 2,162,912

機械装置及び運搬具（純額） 2,540,001 2,599,603

土地 1,962,942 1,962,942

その他（純額） 416,918 393,265

有形固定資産合計 7,102,619 7,118,724

無形固定資産 345,052 251,295

投資その他の資産   

投資有価証券 439,521 554,251

繰延税金資産 186,750 365,509

その他 431,681 509,261

貸倒引当金 △331 △331

投資その他の資産合計 1,057,621 1,428,690

固定資産合計 8,505,293 8,798,710

資産合計 17,734,528 18,278,962
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（単位：千円）

当第１四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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 446,636 461,181

短期借入金 1,707,276 1,712,769

1年内返済予定の長期借入金 295,360 300,360

1年内償還予定の社債 217,000 217,000

未払法人税等 12,668 12,964

繰延税金負債 － 405

その他 579,520 485,629

流動負債合計 3,258,461 3,190,310

固定負債   

社債 740,500 849,000

長期借入金 396,730 466,820

退職給付引当金 613,655 613,036

役員退職慰労引当金 431,020 696,892

その他 65,706 －

固定負債合計 2,247,612 2,625,749

負債合計 5,506,074 5,816,059

純資産の部   

株主資本   

資本金 962,200 962,200

資本剰余金 870,620 870,620

利益剰余金 9,964,442 10,160,652

株主資本合計 11,797,262 11,993,472

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,057 50,178

為替換算調整勘定 440,249 419,252

評価・換算差額等合計 431,191 469,430

純資産合計 12,228,454 12,462,903

負債純資産合計 17,734,528 18,278,962
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 2,827,426

売上原価 2,418,990

売上総利益 408,435

販売費及び一般管理費 432,383

営業損失（△） △23,947

営業外収益  

受取利息 14,957

受取配当金 270

保険返戻金 28,086

その他 12,019

営業外収益合計 55,334

営業外費用  

支払利息 15,062

為替差損 6,082

その他 783

営業外費用合計 21,928

経常利益 9,457

特別損失  

固定資産除却損 1,738

投資有価証券評価損 37,807

特別損失合計 39,546

税金等調整前四半期純損失（△） △30,089

法人税、住民税及び事業税 22,090

法人税等調整額 82,986

法人税等合計 105,077

四半期純損失（△） △135,166
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８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損失（△） △30,089

減価償却費 293,119

退職給付引当金の増減額（△は減少） 536

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △265,871

受取利息及び受取配当金 △15,227

支払利息 15,062

為替差損益（△は益） △675

投資有価証券評価損益（△は益） 37,807

固定資産除売却損益（△は益） 1,738

売上債権の増減額（△は増加） 245,670

たな卸資産の増減額（△は増加） 215,571

仕入債務の増減額（△は減少） △38,881

その他 83,987

小計 542,748

利息及び配当金の受取額 11,961

利息の支払額 △17,789

法人税等の支払額 △31,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 505,140

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 △346,280

定期預金の払戻による収入 125,920

有形固定資産の取得による支出 △129,462

無形固定資産の取得による支出 △80,944

投資有価証券の取得による支出 △3,895

その他 6,514

投資活動によるキャッシュ・フロー △428,148

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 △75,090

社債の償還による支出 △108,500

リース債務の返済による支出 △6,055

配当金の支払額 △62,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △252,145

現金及び現金同等物に係る換算差額 80,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,241

現金及び現金同等物の期首残高 3,868,312

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,774,070
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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。 

  

（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１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

当社グループは貴金属表面処理事業の単一事業であり、当該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。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア諸国………フィリピン、中国 

３．会計処理方法の変更 

（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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し、評価基準に

ついては、従来めっき材に係る原材料は低価法、それ以外は原価法を採用しておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より原価法（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。この結果、従来の

方法によった場合に比べて、日本の営業損失は、 千円増加しております。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社は、法人税法改正（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（平成20年４月

30日 財務省令第32号））に伴い、当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の減価償却を算出する

際の耐用年数を、改正後の法人税法の耐用年数に変更しております。この結果、従来の方法によった場合

に比べて、日本の営業損失は、 千円増加しております。 

  

  
日本

（千円） 
アジア諸国
（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  1,707,507  1,119,919  2,827,426  －  2,827,426

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  1,707,507  1,119,919  2,827,426  (－)  2,827,426

営業利益又は営業損失（△）  △125,581  70,368  △55,213 (△31,266)  △23,947

57,637

15,930

〔海外売上高〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外に属する国又は地域 

アジア諸国………フィリピン、中国等 

  アジア諸国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,158,144  1,158,144

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  2,827,426

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  41.0  41.0
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（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。 
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「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年7月期 
第1四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,235,801

Ⅱ 売上原価  2,541,297

売上総利益  694,503

Ⅲ 販売費及び一般管理費  421,823

営業利益  272,680

Ⅳ 営業外収益      

 受取利息  12,320

 役員保険満期返戻金  10,477

 その他  6,304

 営業外収益 合計  29,102

Ⅴ 営業外費用      

 支払利息  21,241

 為替差損  15,592

 株式交付費  14,015

 株式上場関連費用  15,439

 その他  918

 営業外費用 合計  67,207

経常利益  234,575

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  5,119

税金等調整前四半期純利益  229,456

法人税、住民税及び事業税  64,879

 法人税等調整額  23,415

四半期純利益  141,161
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期

（平成20年７月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益  229,456

減価償却費   310,933

退職給付引当金の増減額  15,417

役員賞与引当金の増減額 △33,366

役員退職慰労引当金の増減額  9,726

受取利息及び配当金 △12,666

支払利息  21,241

株式交付費  14,015

為替差損益  5,567

固定資産除却損  460

売上債権の増減額 △319,355

たな卸資産の増減額 △19,313

仕入債務の増減額  138,145

その他  195,228

小計  555,490

利息及び配当金の受取額  15,316

利息の支払額 △20,884

法人税等の支払額 △17,102

営業活動によるキャッシュ・フロー  532,819

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 △279,768

無形固定資産の取得による支出 △88,590

投資有価証券の取得による支出 △4,021

その他  684

投資活動によるキャッシュ・フロー △371,696
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前年同四半期

（平成20年７月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

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 △3,262

長期借入金の返済による支出 △75,090

社債の償還による支出 △108,500

株式の発行による収入  990,384

配当金の支払額 △77,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  726,531

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △96,947

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  790,707

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,192,057

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  4,982,765
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当社グループは貴金属表面処理事業の単一事業であり、当該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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前年同四半期（平成20年７月期第１四半期） 

  

  
日本 

（千円） 
アジア諸国
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  2,101,122  1,134,679  3,235,801  －  3,235,801

営業費用  1,965,808  1,035,352  3,001,161  (38,039)  2,963,121

営業利益  135,313  99,326  234,640  (△38,039)  272,680

〔海外売上高〕 

前年同四半期（平成20年７月期第１四半期） 

  

  アジア諸国 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,180,969  1,180,969

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  3,235,801

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 36.5  36.5
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