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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 7,047 ― △400 ― △140 ― △166 ―

20年3月期第3四半期 9,660 15.5 103 △35.8 84 △44.2 55 △56.6

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 △8,204.88 ―

20年3月期第3四半期 2,862.05 ―

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 6,856 1,262 18.3 56,425.92
20年3月期 4,343 1,394 32.0 71,070.21

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

21年３月期の期末配当予想に関しましては、現時点では未定とさせて頂いております。 
（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照）  

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 ― 400.00 400.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 9,057 △32.0 △417 ― △174 ― △161 ― △7,794.89

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、２ページ【定性情報・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、２ページ【定性情報・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 
１．業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、平成21年３月期の連
結業績予想につきましては、平成20年９月12日公表の当初の連結予想から平成21年２月12日に公表いたしました連結業績予想に変更しております。 
２．平成21年３月期の配当予想については、業績の状況を見極め中であり、現時点で未定のため開示しておりません。配当予想を決定しましたら速やかに開示いたしま
す。 
３．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3月期第3四半期  22,226株 20年3月期  19,550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  20,290株 20年3月期第3四半期  19,550株
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当第３四半期連結累計期間の世界経済は、米国発の金融危機の影響が一層深刻化すると共に景気の減

速感も一層強まり、自動車業界や電機業界を中心に企業業績の過去に例のない急激な悪化が表面化する

など、実体経済が後退局面に入ったことが鮮明となりました。我が国経済は、こうした世界経済の悪化

に加え、為替の変動などにより、企業収益は急激に減少しており、それに伴う企業の大胆な経費削減策

により、雇用情勢も急速に悪化するなど、景気は急激に後退しました。 

当社のプリント基板業界におきましては、デジタルカメラやパソコンを中心としたデジタル家電関連

全体の在庫調整が響き、厳しい環境が続いており、また、製品価格競争等の激化により、市場は依然厳

しい状況が続いております。 

このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は7,047百万円、連結営業損失は400百

万円、連結経常損失は140百万円、連結四半期純損失は166百万円となりました。 

  

当第３四半期末における総資産は6,856百万円となり、前連結会計年度末比2,512百万円増加いたしま

した。流動資産は5,234百万円となり、1,525百万円増加いたしました。主な要因は、東莞泰山電子有限

公司を期中に買収したこと（子会社化）等による未収入金1,813百万円（前連結会計年度末比1,806百万

円増加）によるものであります。有形固定資産は、東莞泰山電子有限公司の子会社化等に伴い719百万

円（前連結会計年度末比621百万円増加）となりました。無形固定資産は114百万円（前連結会計年度末

比43百万円増加）、投資その他の資産は787百万円(前連結会計年度末比321百万円増加）となりまし

た。 

当第３四半期末の負債合計は5,594百万円となり、前連結会計年度末比2,645百万円増加いたしまし

た。流動負債は4,884百万円となり、2,387百万円増加いたしました。主な要因は、東莞泰山電子有限公

司の子会社化等による未払金1,863百万円（前連結会計年度末比1,820百万円増加）、短期借入金1,549

百万円（前連結会計年度比812百万円増加）によるものであります。固定負債は709百万円（前連結会計

年度末比257百万円増加）となりました。 

当第３四半期末の純資産の部は1,262百万円となり、前連結会計年度末比132百万円減少いたしまし

た。主な要因は、当四半期純損失166百万円の計上によるものであります。この結果、自己資本比率は

前連結会計年度末の32.0%から18.3%となりました。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいており、平成21年２月12日に開示致しましましたとお

り、下記にて業績修正しております。 

（連結業績予想）  

 売上高   9,057 百万円 （前期比 32.0%減）  

 営業利益  △417 百万円 （前期比 -）  

 経常利益  △174 百万円 （前期比 -）  

 当期純利益 △161 百万円 （前期比 -） 

【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。 

  

 一部簡便な会計処理を適用しております。 

  

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 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   「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、評価基準については、電子商品の一部については、先入

先出法による原価法から先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に、さら

にデジタル商品については、総平均法による原価法から総平均法による原価法（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。なお、これらの変更による損益への影響は軽微でありま

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）を適用し、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 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日以降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、連結子会社の一部において、第２四半期

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を適用しておりま

す。 

   なお、リース取引開始日がリース会計基準適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

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。  

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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 746,322 928,354

受取手形及び売掛金 1,497,996 1,714,411

有価証券 － 239,397

商品及び製品 1,058,063 766,141

原材料及び貯蔵品 896 －

仕掛品 1,076 －

未収入金 1,813,444 6,866

その他 124,500 61,098

貸倒引当金 △7,613 △7,486

流動資産合計 5,234,685 3,708,784

固定資産   

有形固定資産 719,333 97,506

無形固定資産   

のれん 63,905 17,444

その他 50,229 53,036

無形固定資産合計 114,134 70,480

投資その他の資産   

投資有価証券 701,958 425,764

その他 89,152 42,530

貸倒引当金 △3,239 △1,931

投資その他の資産合計 787,870 466,362

固定資産合計 1,621,338 634,349

繰延資産 159 636

資産合計 6,856,183 4,343,770

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,119,353 1,412,930

短期借入金 1,549,732 737,258

1年内返済予定の長期借入金 168,021 62,201

1年内償還予定の社債 20,000 120,000

未払金 1,863,168 42,756

未払法人税等 10,125 40,470

賞与引当金 9,844 9,130

その他 144,043 71,829

流動負債合計 4,884,289 2,496,577

固定負債   

社債 130,000 150,000

長期借入金 541,176 279,220

役員退職慰労引当金 － 12,639

退職給付引当金 1,400 1,800

その他 37,268 8,791

固定負債合計 709,844 452,450

負債合計 5,594,133 2,949,028
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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 521,846 469,010

資本剰余金 510,846 458,010

利益剰余金 365,648 539,946

株主資本合計 1,398,340 1,466,966

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,889 12,460

為替換算調整勘定 △134,328 △90,004

評価・換算差額等合計 △144,218 △77,543

新株予約権 3,589 1,932

少数株主持分 4,337 3,386

純資産合計 1,262,049 1,394,742

負債純資産合計 6,856,183 4,343,770
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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 7,047,098

売上原価 6,289,378

売上総利益 757,719

販売費及び一般管理費 1,157,834

営業損失（△） △400,115

営業外収益  

受取利息 2,945

負ののれん償却額 304,229

その他 26,492

営業外収益合計 333,667

営業外費用  

支払利息 33,680

為替差損 30,233

持分法による投資損失 4,910

その他 5,101

営業外費用合計 73,925

経常損失（△） △140,373

特別利益  

前期損益修正益 2,581

特別利益合計 2,581

特別損失  

前期損益修正損 9,483

固定資産売却損 2,977

固定資産除却損 1,401

特別損失合計 13,863

税金等調整前四半期純損失（△） △151,655

法人税、住民税及び事業税 20,258

法人税等調整額 △7,277

法人税等合計 12,981

少数株主利益 1,839

四半期純損失（△） △166,477
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,005,070

売上原価 1,864,224

売上総利益 140,845

販売費及び一般管理費 408,784

営業損失（△） △267,938

営業外収益  

受取利息 1,567

負ののれん償却額 △6,048

その他 9,796

営業外収益合計 5,314

営業外費用  

支払利息 13,381

為替差損 18,292

持分法による投資損失 2,292

その他 1,131

営業外費用合計 35,098

経常損失（△） △297,722

特別利益  

前期損益修正益 455

特別利益合計 455

特別損失  

固定資産売却損 2,977

固定資産除却損 1,030

特別損失合計 4,007

税金等調整前四半期純損失（△） △301,274

法人税、住民税及び事業税 △23,909

法人税等調整額 3,911

法人税等合計 △19,997

少数株主利益 417

四半期純損失（△） △281,694
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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。 

  

当社は、平成20年10月17日付で、チャイナ・アンプル・インベストメンツ・リミテッドから第三者割

当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期期連結会計期間において資本金が52,836千円、

資本準備金が52,836千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が521,846千円、資本剰

余金が510,846千円となっております。  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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）前第３四半期連結損益計算書 

  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

前年同四半期

科 目 （平成20年３月期第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 9,660,038

Ⅱ 売上原価 8,622,271

     売上総利益 1,037,767

Ⅲ 販売費及び一般管理費 933,830

     営業利益 103,936

Ⅳ 営業外収益 13,943

Ⅴ 営業外費用 33,651

     経常利益 84,228

Ⅵ 特別利益 5,666

Ⅶ 特別損失 22,128

税金等調整前四半期純利益 67,766

法人税、住民税及び事業税 18,383

法人税等調整額 △ 7,457

少数株主利益 887

四半期純利益 55,953
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