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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 8,879 ― 2,163 ― 2,165 ― 1,287 ―
20年3月期第3四半期 10,055 9.1 2,159 12.0 2,167 15.6 1,188 5.8

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3月期第3四半期 24,924.74 ―
20年3月期第3四半期 23,006.21 ―

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 10,978 8,292 75.5 160,489.78
20年3月期 12,265 7,188 58.6 139,116.62

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,292百万円 20年3月期  7,188百万円

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 ― 3,500.00 3,500.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3,500.00 3,500.00

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 11,000 2.3 2,180 0.2 2,180 △0.1 1,260 4.2 24,384.11

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 
 ・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。 
 ・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、リスクや不確実な要素を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因
によって予想数値と異なる可能性があることをご承知おきください。なお、上記予想に関する事項は、２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
性的情報をご覧ください。  

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  51,673株 20年3月期  51,673株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―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3四半期  51,673株 20年3月期第3四半期  51,673株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機を背景とした実態経済に及ぼす懸念が高ま
り、景気の先行きはますます不透明感を増していく結果となりました。 
 一方、当第３四半期連結累計期間におけるフラットパネルディスプレイ市場においても、増産設備の投
資に対する意欲が後退しているものの、既受注分の納入が堅調に推移いたしました。 
 このような状況の下、当社グループは製品力の基盤となるファインピッチ実装（高精細高密度実装）技
術の強化とお客様のご要望に即したカスタム化生産システムの提供を積極的に図ってまいりました。フラ
ットパネルディスプレイ関連装置においてはフラットパネルテレビの大画面化など製品の高付加価値化へ
の対応に注力し、また、半導体関連装置他においては、需要が拡大しているカメラ用撮像素子モジュール
への対応や、ＩＣカード、ＩＣタグなどに実装される半導体の微細化、薄型化への対応に引き続き注力し
てまいりました。 
 その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、8,879百万円（前年同期比1,175百万
円減少）となりました。 
 利益面におきましては、営業利益は2,163百万円（前年同期比3百万円増加）、経常利益は2,165百万円
（前年同期比1百万円減少）、四半期純利益は1,287百万円（前年同期比99百万円増加）となりました。 
 前年同期は製品保証引当金の新設に伴い、特別損失に過年度製品保証引当金繰入額121百万円を計上い
たしましたが、当第３四半期連結累計期間では、特別損失は発生しておりません。 
 なお、前年同四半期比較は、当連結会計年度から四半期会計基準等が適用されたことにより、前年同四
半期とは適用される会計基準が異なるため参考として記載しております。 
  
  
  

  

当社グループの当第３四半期末における総資産は、前年度末に比べて1,286百万円減少し、10,978百万
円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加4,848百万円、棚卸資産の減少2,809百万円、受取
手形及び売掛金の減少3,232百万円であります。負債につきましては、前年度末に比べて2,391百万円減少
し2,685百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少1,377百万円、短期借入金の減
少700百万円、未払法人税等の減少335百万円、未払消費税等の増加175百万円であります。その結果、自
己資本比率は前年度末の58.6％から75.5％となりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
 当第３四半期末における現金及び現金同等物残高は、前年度末に比べて4,848百万円増加し、5,381百万
円となりました。 
(ア)営業活動によるキャッシュ・フロー 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,191百万円に対し、売上債 
    権の減少額3,232百万円、仕入債務の減少額1,377百万円、棚卸資産の減少額2,809百万円、法人 
    税等の支払額1,095百万円等により、5,783百万円の獲得となりました。 
(イ)投資活動によるキャッシュ・フロー 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により52百万円の支出となりま 
    した。 
(ウ)財務活動によるキャッシュ・フロー 
  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少による支出700百万円及び配当金の支 
  払による支出180百万円等により、881百万円の支出となりました。 
  
  
  

  

通期の業績予想については、現時点では平成20年５月12日の決算短信で公表いたしました業績予想と変
更はありません。 
  
  

  
  

  

【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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該当事項はありません。 
  

  

1.一般債権の貸倒見積高の算定方法 
   当第３四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.棚卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末における棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らか 
  なものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。    
3.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 
  限定する方法によっております。 
   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、 
  一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し 
  た将来の業績予測を利用する方法によっております。 
  
  
  

  

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利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に 
  与える影響はありません。 
3.「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3 

  月30日 企業会計基準第13号)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 
  委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１ 
  四半期連結会計期間から早期に適用しております。 
   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。 
   これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益 
  に与える影響はありません。 
  

  
  
  

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 5,381,250 532,640

受取手形及び売掛金 1,703,671 4,935,932

原材料 17,821 11,038

仕掛品 1,397,338 4,213,151

繰延税金資産 119,091 216,095

その他 26,482 11,146

貸倒引当金 △13,612 △39,688

流動資産合計 8,632,043 9,880,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,102,771 1,150,652

土地 1,013,925 1,013,925

建設仮勘定 37,664 －

その他（純額） 60,869 58,291

有形固定資産合計 2,215,229 2,222,869

無形固定資産 14,292 13,661

投資その他の資産 116,800 148,302

固定資産合計 2,346,322 2,384,833

資産合計 10,978,365 12,265,152
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,723,528 3,100,996

短期借入金 － 700,000

未払法人税等 295,911 631,796

未払消費税等 219,592 43,994

前受金 3,465 90,915

賞与引当金 52,387 65,576

役員賞与引当金 － 21,300

製品保証引当金 114,882 128,991

その他 163,229 117,763

流動負債合計 2,572,995 4,901,333

固定負債   

役員退職慰労引当金 104,260 175,245

その他 8,121 －

固定負債合計 112,381 175,245

負債合計 2,685,377 5,076,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,684,420 1,684,420

資本剰余金 1,597,920 1,597,920

利益剰余金 5,013,139 3,906,058

株主資本合計 8,295,479 7,188,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,491 174

評価・換算差額等合計 △2,491 174

純資産合計 8,292,988 7,188,573

負債純資産合計 10,978,365 12,265,152
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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：千円）

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 8,879,352

売上原価 6,240,283

売上総利益 2,639,069

販売費及び一般管理費 475,557

営業利益 2,163,511

営業外収益  

受取利息 42

助成金収入 4,511

その他 2,615

営業外収益合計 7,169

営業外費用  

支払利息 556

コミットメントフィー 4,428

営業外費用合計 4,985

経常利益 2,165,695

特別利益  

貸倒引当金戻入額 26,075

特別利益合計 26,075

特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 2,191,771

法人税、住民税及び事業税 776,032

法人税等調整額 127,803

法人税等合計 903,835

四半期純利益 1,287,936
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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) 

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 2,191,771

減価償却費 69,675

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,075

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,189

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） △14,108

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △70,985

受取利息及び受取配当金 △256

支払利息 556

売上債権の増減額（△は増加） 3,232,261

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,809,031

仕入債務の増減額（△は減少） △1,377,468

前受金の増減額（△は減少） △87,450

その他 186,915

小計 6,879,378

利息及び配当金の受取額 256

利息の支払額 △718

法人税等の支払額 △1,095,804

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,783,110

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 △49,106

無形固定資産の取得による支出 △1,397

投資有価証券の取得による支出 △1,096

貸付金の回収による収入 637

その他 △1,602

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,565

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） △700,000

配当金の支払額 △180,855

その他 △1,079

財務活動によるキャッシュ・フロー △881,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,848,610

現金及び現金同等物の期首残高 532,640

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,381,250
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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。 

  

[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） 

  当社グループは単一事業形態であるため、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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ 

   ん。 

  

[海外売上高] 

 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） 

  海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 10,055,061

Ⅱ 売上原価 7,363,670

  売上総利益 2,691,391

Ⅲ 販売費及び一般管理費 531,671

  営業利益 2,159,719

Ⅳ 営業外収益 16,895

Ⅴ 営業外費用 8,975

  経常利益 2,167,639

Ⅵ 特別利益 ─

Ⅶ 特別損失 125,811

  税金等調整前四半期純利益 2,041,828

  税金費用 853,028

  四半期純利益 1,188,799
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12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

  税金等調整前四半期純利益 2,041,828

  売上債権の増減額（△は増加） △ 3,846,891

  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,246,040

  仕入債務の増減額（△は減少） △ 559,101

  前受金の増減額（△は減少） 88,764

  その他 180,249

  小計 △ 849,109

  法人税等の支払額 △ 733,288

  その他 △ 5,157

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,587,555

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 △ 430,143

  無形固定資産の取得による支出 △ 10,527

  投資有価証券の取得による支出 △ 1,049

  その他 5,236

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 436,484

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  配当金の支払額 △ 155,019

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 155,019

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 2,179,059

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,693,251

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,514,192
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