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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第1四半期 783 ― △280 ― △295 ― △269 ―
20年9月期第1四半期 1,698 △30.4 △86 ― △101 ― △138 ―

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9月期第1四半期 △42.51 ―
20年9月期第1四半期 △21.40 ―

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9月期第1四半期 11,574 4,712 40.7 743.60
20年9月期 12,640 5,077 40.2 801.22

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  4,625百万円 20年9月期  5,077百万円

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9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期累計期間 3,506 △24.9 △317 ― △366 ― △371 ― ―
通期 8,700 △14.7 170 △77.2 60 △90.8 25 △94.1 3.90

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第1四半期  6,450,000株 20年9月期  6,450,000株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  113,112株 20年9月期  113,112株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  6,336,888株 20年9月期第1四半期  6,450,000株

※ 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だ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。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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 当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題やリーマンブラザーズの破綻に端を発した

世界的な金融資本市場の混乱を受けての円高や世界同時株安により、景気は大幅減速の局面となりました。 

 プリント配線板業界におきましても、ＩＴ関連製品はもとよりエレクトロニクス製品全般にわたり企業の急激な

業績悪化により需要が激減し、加えて、市場、特に海外市場の大幅な鈍化による在庫調整等に伴う受注減が続くと

ともに、先行き不透明感が一層強くなり、低調に推移いたしました。  

 このような環境下において、増設並びに新規の商談が減少し、当社の主力製品であります露光装置は販売台数、

販売金額ともに前年同期を大幅に下回る結果となりました。主要マーケットである韓国では、未曾有の通貨危機に

より需要が減衰し、台湾・中国におきましても景気減速による工場の稼動率低下の影響により、当社自動露光装置

も設備投資抑制の対象となりました。 また、第２の柱として注力しております自動化装置につきましても、国内

取引先の工場稼働率低下等の影響により、同様の状況となりました。  

 売上高では、露光装置・自動化装置等が大幅に減少した結果、売上高全体では、前年同期比で915,024千円の減

少となりました。利益面におきましては、人件費および経費の削減を行ったものの、売上高の減少が大きく、大幅

な減収減益という結果となりました。 

  

 以上の結果、売上高につきましては783,759千円 となり、営業損失280,237千円、経常損失295,087千円、当四半

期純損失は269,358千円となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の財政状態は、前事業年度末に比べ以下のとおりとなりました。 

 

 （資産） 

   流動資産は、前事業年度末に比べて1,052,124千円減少し、7,831,239千円となりました。これは、現金及び

  預金が68,681千円、受取手形及び売掛金が1,465,524千円それぞれ減少し、棚卸資産が652,963千円増加したこ

  となどによるものです。 

   固定資産は、前事業年度末に比べて14,062千円減少し、3,742,936千円となりました。  

   この結果、総資産は、前事業年度間末に比べて1,066,186千円減少し、11,574,175千円となりました。 

 

 （負債） 

   流動負債は、前事業年度末に比べて465,216千円減少し、4,624,164千円となりました。これは、支払手形及

  び買掛金が482,613千円、未払法人税等が184,726千円それぞれ減少し、短期借入金が336,000千円増加したこ 

  となどによるものです。 

   固定負債は、前事業年度末に比べて235,812千円減少し、2,237,912千円となりました。これは、社債50,000

  千円、長期借入金196,036千円が減少したことなどによるものです。 

   この結果、負債合計は前事業年度末に比べて701,029千円減少し、6,862,077千円となりました。 

 

 （純資産） 

   純資産合計は、前事業年度末に比べて365,157千円減少し、4,712,098千円となりました。これは、主に当第

  １四半期純損失269,358千円の計上と、配当金支払により利益剰余金が364,412千円減少したことなどによるも

  のです。 

   

（２） キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、1,506,507千円であり前事業年度末と比べ68,681千

円の減少となりました。その内訳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１四半期会計期間において営業活動の結果支出した資金は、42,254千円となりました。 

 これは、主に売上債権が1,478,611千円減少したことと減価償却費 78,738千円の計上による資金増加があり

ましたが、税引前四半期純損失317,127千円の計上並びにたな卸資産の 652,963千円増加と仕入債務の471,301

千円減少と法人税等の支払額 177,811千円などにより資金が減少したことによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、投資活動の結果支出した資金は、19,054千円となりました。 

 これは、主に貸付金の回収による収入 5,000千円による資金増加がありましたが、長岡工場の機械設備購入

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 
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等による有形固定資産の取得 22,706千円などにより資金が減少したことによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、財務活動の結果支出した資金は、7,373千円となりました。 

 これは、主に運転資金の調達により短期借入金が336,000千円純増加による資金増加がありましたが、長期借

入金の返済 225,267千円、社債の償還による支出 50,000千円、配当金の支払額 66,203千円により資金が減少

したことによります。 

  

  第１四半期会計期間の業績につきましては、世界的な金融危機による景気の大幅な減速により低調に推移いたし

ました。第２四半期会計期間以降も先行き不透明感が強く、予断を許さない状況にあります。このような状況を踏ま

え、平成20年11月14日に公表いたしました決算発表時の業績予想を変更しておりません。 

  

     棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

   

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

   

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品・仕掛品は個別法による原価法、原材料は

移動平均法による原価法によっておりましたが、当第1四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、商品・仕掛品は個別法による

原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、原材料は移動平均法による

原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

③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日以後開始する事業年度に係る四半期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。 

 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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,972,507 2,041,189

受取手形及び売掛金 1,800,377 3,265,901

商品 35,915 35,300

原材料 832,468 648,923

仕掛品 2,847,101 2,378,299

その他 342,868 513,750

流動資産合計 7,831,239 8,883,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,368,039 2,414,446

土地 571,287 571,287

その他（純額） 299,027 324,148

有形固定資産合計 3,238,355 3,309,882

無形固定資産 46,852 50,930

投資その他の資産 457,728 396,185

固定資産合計 3,742,936 3,756,998

資産合計 11,574,175 12,640,362

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,486,720 1,969,333

短期借入金 1,740,000 1,404,000

一年以内返済予定長期借入金 888,980 918,211

未払法人税等 2,490 187,216

賞与引当金 49,569 98,000

製品保証引当金 78,981 87,962

その他 377,424 424,658

流動負債合計 4,624,164 5,089,381

固定負債   

社債 50,000 100,000

長期借入金 1,938,560 2,134,596

退職給付引当金 47,348 25,989

役員退職慰労引当金 187,762 197,893

その他 14,242 15,246

固定負債合計 2,237,912 2,473,725

負債合計 6,862,077 7,563,106
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,438,220 1,438,220

資本剰余金 1,822,015 1,822,015

利益剰余金 1,496,102 1,860,514

自己株式 △42,813 △42,813

株主資本合計 4,713,524 5,077,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,893 △1,554

繰延ヘッジ損益 1,467 874

評価・換算差額等合計 △1,425 △680

純資産合計 4,712,098 5,077,255

負債純資産合計 11,574,175 12,640,362
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 783,759

売上原価 558,095

売上総利益 225,664

販売費及び一般管理費 505,901

営業損失（△） △280,237

営業外収益  

受取利息 700

原子力立地給付金 8,497

その他 2,367

営業外収益合計 11,564

営業外費用  

支払利息 21,936

その他 4,477

営業外費用合計 26,414

経常損失（△） △295,087

特別損失  

固定資産除却損 93

ゴルフ会員権評価損 21,947

特別損失合計 22,040

税引前四半期純損失（△） △317,127

法人税、住民税及び事業税 771

法人税等調整額 △48,540

法人税等合計 △47,769

四半期純損失（△） △269,358
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △317,127

減価償却費 78,738

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,431

製品保証引当金の増減額（△は減少） △8,981

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,358

受取利息 △700

支払利息 21,936

社債利息 326

固定資産除却損 93

ゴルフ会員権評価損 21,947

売上債権の増減額（△は増加） 1,478,611

たな卸資産の増減額（△は増加） △652,963

未収消費税等の増減額（△は増加） 62,575

仕入債務の増減額（△は減少） △471,301

その他 △71,790

小計 114,292

利息及び配当金の受取額 1,154

利息の支払額 △21,925

事故保険金の受取額 51,852

役員退職慰労金の支払額 △10,131

消費税等の還付額 315

法人税等の支払額 △177,811

営業活動によるキャッシュ・フロー △42,254

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金の回収による収入 5,000

有形固定資産の取得による支出 △22,706

その他 △1,348

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,054

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） 336,000

長期借入金の返済による支出 △225,267

リース債務の返済による支出 △1,003

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △66,203

その他 △898

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68,681

現金及び現金同等物の期首残高 1,575,189

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,506,507
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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）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」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年10月１日～12月31日） 

（単位：千円）  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第１四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高  1,698,783

Ⅱ 売上原価  1,153,978

売上総利益  544,805

Ⅲ 販売費及び一般管理費  631,160

営業損失  △86,354

Ⅳ 営業外収益  9,333

Ⅴ 営業外費用  24,250

経常損失  △101,271

Ⅵ 特別利益  444

Ⅶ 特別損失 - 

税引前四半期純損失  △100,827

法人税、住民税及び事業税  810

法人税等調整額   36,371

四半期純損失  △138,008
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年10月１日～12月31日） 

（単位：千円）  

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

税引前四半期純損失(△)  △100,827

減価償却費  △77,476

賞与引当金の増減額(△は
減少) 

 △61,014

製品保証引当金の増減額
(△は減少) 

 △14,226

前払年金費用の増減(△は
増加) 

 16,486

役員退職慰労引当金の増減
額(△は減少) 

 4,941

受取利息及び受取配当金  △1,196

支払利息  21,781

社債利息  893

売上債権の増減額(△は増
加) 

 248,174

たな卸資産の増減額（△は
減少） 

 △873,063

未収還付消費税等の増減額
(△は増加) 

 220,171

仕入債務の増減額(△は減
少) 

 245,092

その他  35,166

小計  △180,144

利息及び配当金の受取額  1,578

利息の支払額  △22,044

事故保険金の受取額  47,190

消費税等の還付額  741

法人税等の支払額  △28,190

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △180,868

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

定期預金の純増加額  △30,000

有形固定資産の取得による
支出 

 △71,398

無形固定資産の取得による
支出 

 357

その他  △1,327

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △103,082
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 単位（千円）

  

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第１四半期） 

  

区分     金額 

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
(△：減少額) 

 638,000

長期借入による収入  100,000

長期借入金の返済による支
出 

 △254,336

社債の償還による支出  △50,000

自己株式の取得による支出  △92

配当金の支払額  △88,546

その他  1,171

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 343,854

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

- 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

 59,903

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,456,969

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

 1,516,873
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