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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 31,264 ― △69 ― △391 ― △2,362 ―

20年3月期第3四半期 102,264 △56.8 1,896 △35.1 1,855 △35.8 △656 ―

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3四半期 △46.03 ―

20年3月期第3四半期 △12.68 ―

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3四半期 45,297 14,778 24.7 221.99
20年3月期 47,141 18,380 31.1 283.63

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,191百万円 20年3月期  14,640百万円

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  有  

   平成21年２月９日、配当予想の修正を行っております。  

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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  

   平成21年２月９日、連結業績予想の修正を行っております。  

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 37,000 △67.2 △900 ― △1,300 ― △3,400 ― △67.44

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  無  

(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．その他をご参照ください。  

(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．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。実際の業績等は、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。 
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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  52,279,051株 20年3月期  52,279,051株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,865,654株 20年3月期  659,814株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  51,321,679株 20年3月期第3四半期  51,797,467株
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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３四半期連結累計期間（平成20年4月１日から平成20年12月31日まで）におけるわが国経済は、金融危機の深刻

化を背景に、資産・住宅価格の下落や雇用情勢の悪化により個人消費が低迷し、企業生産が大幅に落ち込むなど、景

況感が一段と悪化しました。

　このような状況のもと、事業の種類別セグメントの業績は下記の通りです。

　プリント配線基板事業におきましては、これまで堅調に推移してきたデジタル家電・自動車関連等の需要が急激に

減少し、生産・在庫調整の影響により、11月以降、売上高は大幅に減少してきております。営業利益は売上高の減少

に加え、減価償却費をはじめとする固定費の増大および為替変動等により厳しい状況が続きました。。

　この結果、売上高は25,775百万円、営業損失は352百万円となりました。

　工業材料事業におきましては、硝子長繊維原料は、拡販努力が奏功し、販売量が増加しました。耐火物は、小幅減

少しました。混和材は、下水道補修材ＳＰＲが引き続き伸張したことにより、販売量が増加しました。農薬原料は、

一部の製造を中止したことにより、販売量が減少しました。営業利益は原材料価格の高騰等の影響を受け減益となり

ました。

　この結果、売上高は5,386百万円、営業利益は278百万円となりました。

　以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は31,264百万円、営業損失は69百万円、負ののれん償却額、支払

利息及び持分法による投資損失などにより経常損失は391百万円、主に連結子会社における減損損失などにより四半期

純損失は2,362百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（日本）　

　国内経済は、金融危機の深刻化を背景に、資産・住宅価格の下落や雇用情勢の悪化により個人消費が低迷し、企業

生産が大幅に落ち込むなど、景況感が一段と悪化しました。

この結果、売上高は25,609百万円、営業利益は０百万円となりました。

（アジア）　　

　アジアでの主要な生産拠点であるタイの経済は、世界的な需要の減少に加え、同国内の政情不安、為替の変動等を

受け景気が減速いたしました。

この結果、売上高は5,214百万円、営業損失は114百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産は、前連結会計年度末に比べ1,843百万円減少しました。主な増減としては、現金及び預金1,874百万円が増

加し、また、投資有価証券3,795百万円が減少しました。

　負債は、前連結会計年度末に比べ1,758百万円増加しました。主な増減としては、社債450百万円、リース取引に関

する会計基準の適用に伴いリース債務1,051百万円及び負ののれん918百万円が増加し、また、未払法人税等1,112百万

円が減少しました。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ3,602百万円減少しました。主な減少は、利益剰余金2,660百万円及び為替換算

調整勘定675百万円によるものです。

　当第３四半期連結累計期間において、営業活動により使用した資金は79百万円となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純損失1,955百万円、減価償却費1,988百万円によるものです。

　当第３四半期連結累計期間において、投資活動により得られた資金は3,012百万円となりました。これは主に、関係

会社株式の売却収入3,980百万円によるものです。

　当第３四半期連結累計期間において、財務活動により得られた資金は236百万円となりました。これは主に、短期借

入金の純増額499百万円によるものです。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末は10,715百万円と、前連結会計年度末に比べ2,874

百万円の増加となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年10月31日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。なお、当該業績予想の修正の詳細につ

きましては、同日発表の「業績予想の修正、特別損失の発生および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。
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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

　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、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　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総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。

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ119

百万円減少しております。

　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

  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　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ３

百万円増加しております。また、適用初年度の期首利益剰余金は40百万円減少いたしました。

　④リース取引に関する会計基準の適用

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（以下「所有権移転

外ファイナンス・リース取引」という。）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、

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

用年数としております。

　残存価額については、リース契約上で残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外について

は零としております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、連結貸借対照表については有形固定資産1,011百万円、無形固定

資産35百万円、流動負債359百万円、固定負債692百万円が増加しております。これによる当第３四半期連結累計

期間の営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

なお、有形固定資産759百万円、無形固定資産23百万円は減損処理しております。
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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：百万円）

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,275 8,400

受取手形及び売掛金 ※3  11,258 11,620

有価証券 500 1,000

製品 1,209 1,212

原材料 2,517 1,858

仕掛品 1,136 1,284

貯蔵品 505 481

その他 1,277 858

貸倒引当金 △42 △23

流動資産合計 28,638 26,691

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,063 4,551

その他（純額） ※1  9,711 ※1  10,214

有形固定資産合計 14,775 14,766

無形固定資産 ※4  202 ※4  170

投資その他の資産   

その他 1,904 5,737

貸倒引当金 △223 △224

投資その他の資産合計 1,680 5,512

固定資産合計 16,658 20,449

資産合計 45,297 47,141

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※3  5,548 5,150

短期借入金 9,064 8,680

1年内返済予定の長期借入金 3,298 3,297

未払法人税等 68 1,181

賞与引当金 223 432

その他 ※3  2,366 1,920

流動負債合計 20,570 20,661

固定負債   

社債 900 570

長期借入金 3,991 4,158

退職給付引当金 1,532 1,293

役員退職慰労引当金 1,353 1,469

負ののれん ※4  1,130 ※4  211

その他 1,041 395

固定負債合計 9,948 8,098

負債合計 30,519 28,760
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（単位：百万円）

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,358 4,358

資本剰余金 4,159 4,159

利益剰余金 3,939 6,600

自己株式 △485 △356

株主資本合計 11,972 14,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35 △51

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △745 △70

評価・換算差額等合計 △781 △121

少数株主持分 3,586 3,739

純資産合計 14,778 18,380

負債純資産合計 45,297 47,141
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 31,264

売上原価 26,992

売上総利益 4,271

販売費及び一般管理費 ※1  4,340

営業損失（△） △69

営業外収益  

受取利息 19

受取配当金 2

負ののれん償却額 199

その他 90

営業外収益合計 312

営業外費用  

支払利息 230

持分法による投資損失 189

その他 214

営業外費用合計 634

経常損失（△） △391

特別利益  

固定資産売却益 2

投資有価証券売却益 512

その他 22

特別利益合計 537

特別損失  

固定資産売却損 11

減損損失 ※2  1,888

その他 201

特別損失合計 2,101

税金等調整前四半期純損失（△） △1,955

法人税、住民税及び事業税 152

法人税等調整額 115

法人税等合計 268

少数株主利益 138

四半期純損失（△） △2,362
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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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

プリント
配線基板
事　　業
（百万円）

工業材料
事    業
（百万円）

その他の
事　　業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全　　社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 25,775 5,386 102 31,264 － 31,264

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 0 0 (△0) －

計 25,775 5,386 102 31,264 (△0) 31,264

営業利益又は営業損失（△） △352 278 2 △71 2 △69

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分により分けております。

２．各区分に属する主要な製品等

事業区分 主要製品等

プリント配線基板事業 プリント配線基板

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料

その他の事業 人事コンサルタント

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「流通事業」は、事業縮小に伴い、第１四半期連結累計期間よ

り「その他の事業」にセグメント名称を変更しております。

（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）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 102,264

Ⅱ　売上原価 73,558

売上総利益 28,705

Ⅲ　販売費及び一般管理費 26,808

営業利益 1,896

Ⅳ　営業外収益 463

Ⅴ　営業外費用 504

経常利益 1,855

Ⅵ　特別利益 1,293

Ⅶ　特別損失 1,365

税金等調整前四半期純利益 1,783

法人税等 2,225

少数株主利益 214

四半期純損失（△） △656

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

プリント配
線基板事業
（百万円）

流通事業
（百万円）

工業材料事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

（1）外部顧客に対する売上高 27,388 69,727 5,147 102,264 － 102,264

（2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 19 － 19 (△19) －

計 27,388 69,746 5,147 102,283 (△19) 102,264

営業利益 1,494 45 352 1,893 (3) 1,896
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６．その他の情報

  注記事項

　（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、20,877百万円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、19,365百万円で

あります。

　２　受取手形割引高は、682百万円であります。 　２　受取手形割引高は、633百万円であります。

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の満期手形が四半期連結会計

期間末日の残高に含まれております。

受取手形 425百万円

支払手形 358百万円

流動負債「その他」 5百万円

※３　　　　　　　　──────

※４　無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載し

ております。

なお、相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 50百万円

負ののれん 1,181百万円

※４　無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載し

ております。

なお、相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 58百万円

負ののれん 270百万円
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 1,410百万円

賞与引当金繰入額 80百万円

貸倒引当金繰入額 18百万円

退職給付費用 46百万円

※２　減損損失

 当社グループにおいて、減損損失を計上した主な資

産グループは以下のとおりであります。

場所 用途 種類

福島県、
茨城県

事業用資産 
土地、有形固定資産「その他」、
無形固定資産

 当社グループは、プリント配線基板事業においては、

主に事業会社ごとを１つの資産グループ単位として資

産のグルーピングをしております。また、工業材料事

業においては、管理会計上の区分を単位として資産の

グルーピングをしております。

　当第３四半期連結累計期間において、プリント配線

基板事業を行っている連結子会社１社については、営

業損益が継続してマイナスであり、回復が見込まれな

いため事業用資産について減損損失を認識しておりま

す。

（減損損失の金額） （百万円）

土地 106

有形固定資産「その他」 1,755

無形固定資産 26

合計 1,888
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