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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 5,691 0.0 210 0.0 165 0.0 1,007 0.0
20年3月期第3四半期 7,487 △2.2 565 0.0 521 0.0 413 0.0

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 34.24 16.40
20年3月期第3四半期 14.07 6.74

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 2,390 249 6.8 △48.84

20年3月期 4,418 △703 △18.1 △81.55

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  163百万円 20年3月期  △798百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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  
 

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 7,330 △28.8 330 △56.4 280 △59.7 1,080 0.0 36.72

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、４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、４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 
業績予想には、本決算短信発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりますので、今後の経済情勢・市場の変動等に関わるリスクや不確
定要因により、実際の業績は予想数値と大幅に異なる可能性があります。  

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3月期第3四半期  29,417,400株 20年3月期  29,417,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,804株 20年3月期  3,213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  29,413,212株 20年3月期第3四半期  29,414,187株
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当第3四半期連結累計期間における我が国の経済は、サブプライム住宅ローン問題の長期化に加え、ア
メリカ・欧州における金融危機の深刻化や景気の一層の下振れ懸念、株式・為替市場の大幅な変動などか
ら世界経済が一気に減速し、景気の状況は急速に悪化してまいりました。設備投資、公共投資は引き続き
低調に推移し、企業収益の大幅な減少により雇用情勢も急速に悪化してきており、今後は個人消費への影
響も懸念されてまいります。 
情報サービス産業におきましても、第2四半期連結会計期間から電気・ガス・情報通信産業等のインフ

ラ関係の企業業績の不振による新規案件の来期への見送りが顕在化し始めておりましたが、当第3四半期
連結会計期間に入ると当社の主要市場である電機、自動車等が大幅な減益予想に修正され、受注環境は一
層厳しいものとなってまいりました。 
このような事業環境下で、当社グループは引き続き経営の効率化、及び新規顧客開拓等による事業拡大

を図り、一刻も早い利益体質への改善に日々努めております。 
  

①セグメント別売上高及び営業利益 

当第3四半期連結会計期間におけるシステム事業では、電機・自動車・情報通信産業等の金融危機を原
因とする市場不振から新規案件の発注減少・見送りが続いております。また、営業利益面におきまして
も、新規案件の見送りによる収益減を固定費の削減だけでは補填し切れず、このため原価率が増加いたし
ました。その結果、第3四半期連結会計期間では売上高が1,724,598千円、営業利益が165,990千円とな
り、第3四半期連結累計期間では売上高が5,070,636千円、営業利益が557,021千円となりました。 
なお、プリント配線板事業は、当初の計画通り第2四半期連結会計期間中に株式会社キョウデンファイ

ンテックへ承継しており、同事業の第3四半期連結会計期間においては10月1日以降に確定いたしました売
上高の価格変更、未払経費等の確定等により、第3四半期連結会計期間では売上高が△242千円、営業利益
が313千円となり、第3四半期連結累計期間では売上高が620,523千円、営業損失は317,315千円となりまし
た。 
以上の結果、当社グループの売上高は第3四半期連結会計期間では1,724,355千円、第3四半期連結累計

期間では5,691,159千円となりました。また、営業利益は、上記のセグメント別の営業利益から当社管理
部門共通経費29,642千円を差し引き、第3四半期連結会計期間では166,304千円、第3四半期連結累計期間
では210,063千円となりました。 

②経常利益 

営業外損益では、受取利息、賃貸料収入などの営業外収益が第3四半期連結会計期間では3,462千円、第
3四半期連結累計期間では17,969千円ありましたが、支払利息、売上割引などの営業外費用が第3四半期連
結会計期間では10,921千円、第3四半期連結累計期間では62,790千円あり、その結果、経常利益は第3四半
期連結会計期間では158,845千円、第3四半期連結累計期間では165,243千円となりました。 

③四半期純利益 

特別利益は、第3四半期連結会計期間においては貸倒引当金戻入益等が2,049千円あり、第3四半期連結
累計期間では896,121千円となりました。また特別損失は、第3四半期連結会計期間における発生はなく、
第3四半期連結累計期間では26,934千円となりました。 
 以上の結果、四半期純利益は第3四半期連結会計期間では157,539千円、第3四半期連結累計期間では
1,007,071千円となりました。 

  
なお、平成21年3月期第1四半期連結会計期間に係る連結経営成績に関する定性的情報につきましては、

平成20年8月14日発表の「平成21年3月期第1四半期決算短信」を、平成21年3月期第2四半期連結会計期間
に係る連結経営成績に関する定性的情報につきましては、平成20年11月7日発表の「平成21年3月期第2四
半期決算短信」をご参照ください。 

  

・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
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（資産） 

流動資産は、主にプリント配線板事業の承継により受取手形及び売掛金や棚卸資産が減少し、また、短
期貸付金の回収等もあり、前連結会計年度末より1,591,271千円減少し1,997,704千円となりました。 
 固定資産では、プリント配線板事業の承継による有形固定資産の減少や、株価の下落により保有有価証
券が減少し、前連結会計年度末より436,651千円減少し393,276千円となりました。 
 その結果、資産合計は前連結会計年度末より2,027,922千円減少し2,390,980千円となりました。 
  

（負債） 

流動負債は、主にプリント配線板事業の承継により支払手形及び買掛金等が減少し、また１年内償還予
定の社債の償還などにより、前連結会計年度末より2,683,918千円減少し975,764千円となりました。 
 固定負債は、金融機関からの長期借入金の全額返済や、プリント配線板事業の承継による退職給付引当
金の減少などにより前連結会計年度末より297,702千円減少し1,165,223千円となりました。 
 その結果、負債合計は前連結会計年度末より2,981,621千円減少し2,140,988千円となりました。 
  

（純資産） 

純資産は、保有株式の株価の下落によりその他有価証券評価差額が46,219千円減少いたしましたが、四
半期純利益1,007,071千円により増加し、当第3四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末の△
703,705千円から953,698千円増加し249,992千円に改善いたしました。 

  

近の経済状況や業界の動向に基づき、第4四半期連結会計期間においては当社を取り巻く情報サービ
ス産業の事業環境はさらに厳しくなることが予想されます。従って、通期の売上高は平成20年11月７日付
けの平成21年3月期 第2四半期決算短信に発表いたしました数値から210百万円減少し7,330百万円（前回
業績予想比2.8％減）となる見込みであります。また、営業利益では売上高の減少を固定費の削減だけで
は補填し切れず前回業績予想から120百万円減少し330百万円（前回業績予想比26.7％減）となる見込みで
あります。 
 営業外損益では借入金返済による金利負担の低減により営業外費用が減少し、経常利益は前回業績予想
から100百万円減少し280百万円（前回業績予想比26.3％減）となる見通しであります。また、法人税等が
減少することにより当期利益は前回業績予想から70百万円の減少に止まり1,080百万円（前回業績予想比
6.1％減）となる見込みであります。 

  

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2四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額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の棚卸高の算出に関しては、前連結会計年度末の棚卸高を基礎として
合理的な方法により算出する方法によっております。 
また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて販売可能価額まで
簿価切り下げを行う方法によっております。 
  

③ 経過勘定項目の算定方法 

一部の経過勘定項目の算定方法について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によって
おります。 
  

④  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
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

従来、プリント配線板事業は主として総平均法による原価法、システム事業は個別法による原価法
により算定しておりましたが、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、それぞれ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り下げの方法）及び個別法による
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り下げの方法）により算定しており
ます。 
 これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ81,617千円少なく計上
されております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。 
  

② 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

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。 
  

  

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 404,092 634,538

受取手形及び売掛金 1,259,181 2,082,396

製品 － 97,775

原材料 － 69,175

仕掛品 68,578 202,738

貯蔵品 － 8,801

未収入金 24,910 10,260

短期貸付金 150,200 372,110

その他 94,201 114,866

貸倒引当金 △3,459 △3,689

流動資産合計 1,997,704 3,588,975

固定資産   

有形固定資産 78,688 498,809

無形固定資産 2,608 2,814

投資その他の資産   

その他 353,093 370,971

貸倒引当金 △41,113 △42,668

投資その他の資産合計 311,979 328,303

固定資産合計 393,276 829,927

資産合計 2,390,980 4,418,903

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 349,413 764,843

短期借入金 286,500 1,334,796

1年内償還予定の社債 － 500,000

未払法人税等 7,562 63,743

賞与引当金 97,819 103,906

事業整理損失引当金 － 367,700

その他 234,468 524,693

流動負債合計 975,764 3,659,683

固定負債   

長期借入金 769,000 689,250

退職給付引当金 37,139 376,437

その他の引当金 1,329 2,710

長期未払金 347,941 －

負ののれん 634 763

その他 9,178 393,764

固定負債合計 1,165,223 1,462,926

負債合計 2,140,988 5,122,609
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,540,000 1,540,000

資本剰余金 1,510,000 1,510,000

利益剰余金 △2,887,846 △3,896,390

自己株式 △602 △476

株主資本合計 161,551 △846,866

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,923 48,143

評価・換算差額等合計 1,923 48,143

少数株主持分 86,517 95,016

純資産合計 249,992 △703,705

負債純資産合計 2,390,980 4,418,903
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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 5,691,159

売上原価 4,906,648

売上総利益 784,510

販売費及び一般管理費  

販売費 5,894

一般管理費 568,552

販売費及び一般管理費合計 574,447

営業利益 210,063

営業外収益  

受取利息及び配当金 9,241

受取賃貸料 5,084

その他 3,643

営業外収益合計 17,969

営業外費用  

支払利息 48,409

その他 14,380

営業外費用合計 62,790

経常利益 165,243

特別利益  

固定資産売却益 890,885

貸倒引当金戻入額 2,039

その他 3,195

特別利益合計 896,121

特別損失  

固定資産除却損 2,513

事業整理損 24,421

特別損失合計 26,934

税金等調整前四半期純利益 1,034,429

法人税、住民税及び事業税 35,536

法人税等合計 35,536

少数株主損失（△） △8,177

四半期純利益 1,007,071
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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 1,034,429

減価償却費 9,845

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,773

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,553

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,217

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 112

受取利息及び受取配当金 △9,241

支払利息 48,409

有形固定資産売却損益（△は益） △890,885

有形固定資産除却損 2,513

事業整理損失 24,421

売上債権の増減額（△は増加） 823,215

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,078

仕入債務の増減額（△は減少） △415,429

未払消費税等の増減額（△は減少） △66,701

その他 △418,798

小計 149,860

利息及び配当金の受取額 9,303

利息の支払額 △43,194

法人税等の支払額 △81,128

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,840

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 △38,919

定期預金の払戻による収入 77,834

有形固定資産の取得による支出 △15,474

有形固定資産の売却による収入 988,000

投資有価証券の取得による支出 △5,518

投資有価証券の売却による収入 1,050

事業譲渡による収入 82,812

貸付けによる支出 △50,000

貸付金の回収による収入 271,677

その他 △69,162

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,242,300

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） △937,500

長期借入れによる収入 989,000

長期借入金の返済による支出 △1,020,046

社債の償還による支出 △500,000

自己株式の取得による支出 △126

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,468,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △191,531

現金及び現金同等物の期首残高 595,623

現金及び現金同等物の四半期末残高 404,092
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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。 

  

当社グループは、主要取引先からの携帯電話関連基板の受注高が大幅に減少したことにより第62期
（平成16年2月1日から平成16年9月30日の８ヶ月決算）から３期連続して多額な営業損失を計上し、ま
た、連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動キャッシュ・フローも第63期連結会計年度（平成
16年10月１日から平成17年３月31日までの６ヶ月決算）から３期連続してマイナスとなっておりました
が、システム事業の積極的な事業拡大により第65期において４期ぶりに黒字に転じることができまし
た。前連結会計年度（第66期）におきましてもプリント配線板事業において経営合理化のための諸施策
を行い経営方針の転換を進めてまいりましたが、これらの対策も思うように奏功せず、当社のプリント
配線板事業を取り巻く事業環境は一段と厳しさを増し、また、システム事業においても今後は競争企業
の参入が増加しコスト競争がより激しくなっていくことが予想されることから、当社のプリント配線板
事業を会社分割により新設会社に承継させた上で新設会社の全株式を㈱キョウデンに譲渡することにつ
き、平成20年4月4日付けにて決定いたしました。その結果、当該事業に使用している製造設備の減損損
失と当該会社分割及び株式譲渡に係る損失の合計2,046,918千円を前連結会計年度において特別損失に
計上し、遺憾ながら債務超過となったことから企業継続性についての重要な疑義が存在いたしておりま
す。 
これに対し当社グループでは、当社の親会社であるＴＣＳホールディングス㈱とそのグループ企業と

の協力体制のもと、①黒字部門であるシステム事業に経営資源の集中を図り、当社を取り巻く事業環境
の変化に迅速に対応して経営の改善と安定化を図られる見通しであること。また、②横浜工場の売却に
より固定資産売却益890,885千円を計上したこと、などの諸施策により当第3四半期連結会計期間末にお
ける純資産は249,992千円に改善いたしました。 
しかしながら、当社単体におきましては純資産が△2,030千円であることから企業継続性についての

重要な疑義が存在いたしておりますので、引き続き当社の親会社であるＴＣＳホールディングス㈱とそ
のグループ企業との協力体制のもと、システム事業に経営資源の集中を図り当期の事業計画を達成する
ことにより当連結会計年度末までに連結・単体ともに債務超過を解消する予定であります。 
四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半

期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

当社は、損害賠償等請求に関する訴訟の提起を受けました。 

① 当該訴訟の提起があった年月日  平成20年12月26日（訴状送達日平成21年１月21日） 

② 当該訴訟を提起した者 

 
③ 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

（イ） 内容 

 当社は平成20年７月１日付けにてプリント配線板事業を会社分割により新設会社株式会社
キョウデンファインテックに承継させた上で、新設会社の全株式を株式会社キョウデンに譲
渡し、現在はプリント配線板事業から撤退しております。 
 当該株式譲渡以前に当社が製造・販売したプリント配線板を使用して株式会社村田製作所
及び株式会社小松村田製作所が製造・販売した一部の製品について不具合が発生し、同社ら
が納入先から損害賠償請求を受けたことをもって本件訴訟に至った次第であります。 

（ロ） 損害賠償請求金額   310,227千円 

④ 今後の見通し 

 当社といたしましては、裁判では当社の正当性を主張して争っていく方針です。 
 訴訟の推移によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性はありますが、現時点での当期における
その影響は軽微なものと考えております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 重要な訴訟事件

ａ．(イ) 商号 株式会社村田製作所

(ロ) 本店所在地 京都府長岡京市東神足１丁目10番１号

(ハ) 代表者 代表取締役社長 村田 恒夫

ｂ．(イ) 商号 株式会社小松村田製作所

(ロ) 本店所在地 石川県小松市光町93番地

(ハ) 代表者 代表取締役社長 萬代 治文
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①事業の種類別セグメント 

当第3四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)   （単位：千円） 

 
（注）1. 事業区分の方法 

 当社グループの事業区分の方法は、事業の性質、製品の種類等の類似性を考慮して、プリ
ント配線板の製造・販売を中心としたプリント配線板事業と、ソフトウェア開発等を中心と
したシステム事業に区分しております。 
 なお、プリント配線板事業におきましては、当初の計画通り平成20年7月1日付けをもって
同事業を会社分割により設立いたしました株式会社キョウデンファインテックへ承継し、そ
の全株式を株式会社キョウデンへ売却いたしました。 

2. 事業区分の方法 
(1)プリント配線板事業……両面、多層プリント配線板、部品搭載、電子製品の組み立て 

                加工。 
(2)システム事業……電子回路設計開発、ハードウェア開発、各種システムテスト・総合 

             評価・検査及び品質保証業務、アプリケーション開発、システムコン 
             サルテーション、インターネット関連等。 

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は29,642千円であり、

第3四半期連結累計期間における当社の管理部門に係る費用であります。 

4. 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のとおり、従来、棚

卸資産は主として総平均法による原価法により算定しておりましたが、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 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り下げの方法）により算定しております。 

 これにより、プリント配線板事業の営業損失は81,617千円多く計上されております。 

  

  

②所在地別セグメント情報 

当第3四半期連結会計期間(平成20年10月１日～平成20年12月31日)及び当第3四半期連結累計期（平成
20年４月１日～平成20年12月31日)においては、全セグメントの売上高の合計、営業利益又は営業損失
（△）の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％超でありますので、所在地別セグメントの記載を
省略しております。 

  

③海外売上高 

当第3四半期連結会計期間(平成20年10月１日～平成20年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間（平
成20年４月１日～平成20年12月31日)においては、該当事項はありません。 

  

  

(6) セグメント情報

プリント
配線板事業

システム事業 計 消去又は全社 連結

売 上 高

（１）外部顧客に対する売上 620,523 5,070,636 5,691,159 － 5,691,159

（２）セグメント間の内部売上 
   又は振替高

－ － － － －

計 620,523 5,070,636 5,691,159 － 5,691,159

営業利益又は営業損失（△） △317,315 557,021 239,706 (29,642) 210,063
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平成20年5月30日付けにて発表いたしました「平成20年３月期決算短信」において「１経営成績」
「(1)経営成績に関する分析」「（次期の見通し）」等に記載いたしました通り、当社は前連結会計年
度末において債務超過となったため、システム事業への経営資源の集中とプリント配線板事業の会社分
割による事業承継の対象から除外いたしました横浜工場の売却により当連結会計年度末までの債務超過
の解消を計画しておりましたが、平成20年9月30日付けにて当該資産の譲渡契約の締結及び物件引き渡
しに至り、当第3四半期累計期間の連結損益計算書において固定資産売却益 890,885千円を計上したこ
とから当四半期純利益が1,007,071千円と大幅に増加し、株主資本は前連結会計年度末に比べ1,008,417
千円増加し161,551千円となりました。 

（単位：千円）

 
  

(7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本計

前連結会計年度末残高 1,540,000 1,510,000 △ 3,896,390 △ 476 △ 846,866

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額

  剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ ─

  四半期純利益 ─ ─ 1,007,071 ─ 1,007,071

  自己株式の取得 ─ ─ ─ △ 126 △ 126

  連結除外に伴う利益剰余金の
  増加高

─ ─ 1,472 ─ 1,472

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ ─ 1,008,544 △ 126 1,008,417

当第３四半期連結会計期間末残高 1,540,000 1,510,000 △ 2,887,846 △ 602 161,551
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「参考」 

  

(1) （要約）前四半期連結損益計算書 

 
  
(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～平成19年12月31日) 

 
※営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は161,979千円であり、当社の総務部

門・経理部門等管理部門に係る費用であります。 

  

【事業の所在地別セグメント情報】 

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

  

該当事項ありません。 

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 7,487,816

Ⅱ 売上原価 6,404,593

  売上総利益 1,083,223

Ⅲ 販売費及び一般管理費 517,678

  営業利益 565,545

Ⅳ 営業外収益 23,286

Ⅴ 営業外費用 67,645

  経常利益 521,186

Ⅵ 特別利益 1,741

Ⅶ 特別損失 1,950

  税金等調整前四半期 

  純利益
520,976

  税金費用 56,328

  少数株主利益 50,886

  四半期純利益 413,762

プリント 

配線板事業 

（千円）

システム 

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 2,311,930 5,175,885 7,487,816 － 7,487,816

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 2,311,930 5,175,885 7,487,816 － 7,487,816

営業費用 2,868,487 3,891,804 6,760,291 161,979 6,922,271

営業利益又は営業損失（△） △556,556 1,284,081 727,525 (161,979) 565,545
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