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1.  平成21年4月期第3四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年1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4月期第3四半期 2,553 ― 120 ― 108 ― 51 ―

20年4月期第3四半期 3,421 △11.7 607 △40.9 607 △42.1 354 △39.9

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4月期第3四半期 483.32 ―

20年4月期第3四半期 3,254.73 ―

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4月期第3四半期 6,887 6,450 93.7 60,203.65
20年4月期 7,354 6,612 89.9 61,324.46

（参考） 自己資本   21年4月期第3四半期  6,450百万円 20年4月期  6,612百万円

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  

年間配当予想は未定。  

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4月期 ― 500.00 ― 700.00 1,200.00
21年4月期 ― 700.00 ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 3,085 △33.7 22 △97.2 27 △96.4 4 △99.1 37.68

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 
１．平成20年12月１日発表の通期連結業績予想を修正しております。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３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」をご参照下さい。 
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）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4月期第3四半期  110,393株 20年4月期  110,393株

② 期末自己株式数 21年4月期第3四半期  3,241株 20年4月期  2,566株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第3四半期  107,422株 20年4月期第3四半期  109,028株



  当第３四半期（９ヶ月）のわが国経済は、世界的な金融危機およびそれに伴う信用収縮の影響を受け、企業情勢が

急激に悪化しました。その結果、設備投資が大幅に抑制され、雇用情勢も急速に悪化するだけでなく、個人消費まで

想定以上に落ち込むなど、景気悪化のスパイラルに陥る状況となっております。 

 プリント配線板業界におきましても、パソコン、携帯電話、デジタル家電、自動車など全ての分野において需要が

急激に落ち込んだことにより、主要電子部品企業は、大幅な減産となり、さらに、人員削減、在庫調整などを余儀な

くされることとなりました。各企業における在庫調整は一段落したと思われるものの、引き続き需要の低迷は続くも

のと見られ、回復見通しを立てることができない深刻な状況となっております。 

 このような情勢のもと、当社グループはビルドアップ配線板や半導体パッケージ基板、高多層基板といった付加価

値の高いプリント配線板のフラットプラグ加工の受注獲得に引き続き注力するとともに、設備機器関連事業の売上拡

大を目指した営業活動の強化を図ってまいりました。また期初より、コスト削減活動および、事業・業務の効率化に

取組み、経営体質の強化を推し進めました。 

 この結果、当第３四半期における売上高は2,533,218千円（前年同期比25.4％減）となりました。利益面では、売

上高が減少したため、営業利益は120,795千円（前年同期比80.1％減）、経常利益は108,289千円（前年同期比82.2％

減）、四半期純利益は51,919千円（前年同期比85.4％減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

（1）プリント配線板加工事業 

   主力のフラットプラグ加工は、プリント配線板業界の大幅な減産の影響を受け、半導体パッケージ基板、 

  ビルドアップ配線板、高多層基板といった付加価値の高いプリント配線板の受注が減少しました。  

   この結果、プリント配線板加工事業の売上高は1,569,574千円（前年同期比31.9％減）、営業利益は346,936千円 

  （前年同期比55.6％減）となりました。 

（2）設備機器関連事業 

   設備販売は、上期は好調でありましたが、下期に設備投資の中止・延期が発生し、受注が減少しました。また、 

  フッ素ケミカル製品は、上期はアジア地区中心に受注が好調でしたが、下期は市況の影響を受け、受注が減少しまし

  た。   

   この結果、設備機器関連事業の売上高は983,643千円（前年同期比12.0％減）、営業利益は143,585千円（前年 

  同期比15.5％減）となりました。 

   

資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析 

 当第３四半期末の総資産は6,887,529千円（前期末比467,213千円減）となりました。この内、流動資産は

4,176,481千円（前期末比319,293千円減）となりました。これは主に現金及び預金が344,225千円増加したことと、

受取手形及び売掛金が789,598千円減少したことによるものです。 

 固定資産は2,711,047千円（前期末比147,919千円減）となりました。これは主に有形固定資産が123,392千円減少

したことと、無形固定資産が16,838千円増加したことによるものです。 

  負債は436,588千円（前期末比305,723千円減）となりました。この内、流動負債は311,570千円（前期末比330,560

千円減）となりました。これは主に買掛金が254,975千円減少したことによるものです。固定負債は125,017千円（前

期末比24,837千円増）となりました。 

 純資産は6,450,941千円（前期末比161,490千円減）となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は、93.7％（前期末比3.8ポイント増）となりました。 

 キャッシュ・フローの状況については、以下のとおりであります。 

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は2,656,894千円（前期末比44,528千円増）となり

ました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは599,189千円のプラスとなりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利

益が99,972千円、減価償却費が235,604千円、売上債権の減少額769,200千円による増加、および仕入債務の減少額

243,701千円による減少であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは389,675千円のマイナスとなりました。主な要因は、定期預金の純預入によ

る支出299,879千円、有形固定資産の取得による支出75,319千円および無形固定資産の取得による支出33,688千円で

あります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは144,657千円のマイナスとなりました。この要因は、配当金の支払額123,738

千円、自己株式の取得による支出20,919千円であります。 

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 



 平成21年４月期通期の連結業績予想につきまして、平成20年12月１日に公表しました業績予想数値を修正しており

ます。詳細につきましては、平成21年３月６日付「業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧

ください。  

〔連結〕業績予想数値の修正 

 該当事項はありません。 

  

 ①簡便な会計処理 

  固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却

 費の額を期間按分する方法により算定しております。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

    
売上高

 （百万円） 
営業利益

（百万円）  
経常利益 

 （百万円）  
当期純利益
 （百万円） 

  

通期 

  

前回発表予想 3,622 154 188 84

今回修正予想 3,085 22 27 4

増減額 △537 △132 △161 △80

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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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重要な資産の評価基準および評価方法の変更 

 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）を適用し、評

価基準については、原価法から原価法（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。 

 また、原材料、貯蔵品は従来、評価方法として最終仕入原価法を採用しておりましたが、総平均法による原価

法に変更しました。 

 なお、この変更による影響額は軽微であります。 

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         

 当第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ありません。   

  



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21年１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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,912,484 2,568,258

受取手形及び売掛金 838,642 1,628,240

有価証券 141,405 129,244

商品 360 540

製品 4,996 3,402

原材料 43,767 33,403

仕掛品 7,065 11,480

貯蔵品 28,183 22,266

繰延税金資産 4,894 41,792

その他 194,682 57,146

流動資産合計 4,176,481 4,495,775

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,655,379 2,651,377

減価償却累計額 △1,233,115 △1,133,148

建物及び構築物（純額） 1,422,264 1,518,228

機械装置及び運搬具 1,948,400 1,896,756

減価償却累計額 △1,514,626 △1,424,978

機械装置及び運搬具（純額） 433,774 471,778

工具、器具及び備品 196,747 178,723

減価償却累計額 △132,473 △110,164

工具、器具及び備品（純額） 64,273 68,559

土地 447,367 447,367

建設仮勘定 20,288 5,427

有形固定資産合計 2,387,967 2,511,360

無形固定資産   

その他 114,362 97,524

無形固定資産合計 114,362 97,524

投資その他の資産   

投資有価証券 40,202 85,439

繰延税金資産 81,380 53,821

その他 89,400 114,931

貸倒引当金 △2,265 △4,110

投資その他の資産合計 208,717 250,082

固定資産合計 2,711,047 2,858,967

資産合計 6,887,529 7,354,743



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１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４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 73,172 328,147

未払法人税等 3,574 68,851

賞与引当金 22,596 73,422

その他 212,226 171,708

流動負債合計 311,570 642,130

固定負債   

退職給付引当金 25,806 19,682

役員退職慰労引当金 － 75,497

その他 99,211 5,000

固定負債合計 125,017 100,180

負債合計 436,588 742,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,196,350 1,196,350

資本剰余金 2,051,849 2,051,849

利益剰余金 3,359,829 3,464,285

自己株式 △173,069 △152,149

株主資本合計 6,434,960 6,560,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △160 28,929

為替換算調整勘定 16,141 23,167

評価・換算差額等合計 15,981 52,096

純資産合計 6,450,941 6,612,432

負債純資産合計 6,887,529 7,354,743



（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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 2,553,218

売上原価 1,553,341

売上総利益 999,876

販売費及び一般管理費 879,080

営業利益 120,795

営業外収益  

受取利息 2,181

受取配当金 1,179

受取賃貸料 15,665

その他 8,230

営業外収益合計 27,257

営業外費用  

支払利息 963

為替差損 38,769

その他 31

営業外費用合計 39,763

経常利益 108,289

特別利益  

保険解約返戻金 15,786

特別利益合計 15,786

特別損失  

固定資産除却損 114

減損損失 23,849

その他 140

特別損失合計 24,103

税金等調整前四半期純利益 99,972

法人税、住民税及び事業税 18,830

法人税等調整額 29,222

法人税等合計 48,052

四半期純利益 51,919



（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５月１日 
 至 平成21年１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 99,972

減価償却費 235,604

減損損失 23,849

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,497

有形固定資産除却損 114

受取利息及び受取配当金 △3,360

支払利息 963

売上債権の増減額（△は増加） 769,200

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,630

仕入債務の増減額（△は減少） △243,701

前渡金の増減額（△は増加） △38,731

長期未払金の増減額（△は減少） 94,211

その他 △42,450

小計 806,543

利息及び配当金の受取額 3,360

利息の支払額 △963

法人税等の支払額 △209,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 599,189

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 △400,197

定期預金の払戻による収入 100,318

有形固定資産の取得による支出 △75,319

投資有価証券の取得による支出 △3,735

無形固定資産の取得による支出 △33,688

貸付けによる支出 △12,428

貸付金の回収による収入 12,428

その他 22,946

投資活動によるキャッシュ・フロー △389,675

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △20,919

配当金の支払額 △123,738

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,657

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44,528

現金及び現金同等物の期首残高 2,612,365

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,656,894



 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。 

  

         当第３四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成21年１月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(１)プリント配線板加工事業…………フラットプラグ加工 

(２)設備機器関連事業…………………設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成21年１月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報 

の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成21年１月31日） 

 

     

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
プリント配線板

加工事業 
（千円） 

設備機器
関連事業 
（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  1,569,574  983,643  2,553,218  －  2,553,218

（2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  42,598  42,598  (42,598)  －

   計  1,569,574  1,026,242  2,595,816  (42,598)  2,553,218

  営業利益  346,936  143,585  490,521  (369,726)  120,795

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  東アジア 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  321,401  6,613  328,014

Ⅱ 連結売上高（千円）      2,553,218

Ⅲ 連結売上高に占める    

海外売上高の割合（％） 
 12.6  0.2  12.8

（６）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。 

  



「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５月１日～平成20年１月31日） 

  

科目 
前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

  金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,421,355

Ⅱ 売上原価  1,997,814

売上総利益  1,423,541

Ⅲ 販売費及び一般管理費  816,537

営業利益  607,003

Ⅳ 営業外収益  21,957

１.受取利息  1,933

２.受取配当金   1,473

３.受取賃借料   12,955

４.為替差益  －

５.その他  5,594

Ⅴ 営業外費用  21,530

１.支払利息   405

２.為替差損   21,065

３.その他   59

経常利益  607,430

Ⅵ 特別利益  2,602

１.賞与引当金戻入益  874

２.保険金収入   1,727

Ⅶ 特別損失  11,361

１.固定資産除却損   2,098

２.貸倒引当金繰入額   874

３.減損損失   8,388

税金等調整前四半期純利益  598,671

法人税、住民税及び事業税  221,758

法人税等調整額   22,053

四半期純利益  354,859



（２）（要約）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（平成19年５月1日～平成20年１月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

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   598,671

減価償却費   263,624

減損損失   8,388

固定資産除却損   2,098

受取利息及び受取配当金 △3,406

支払利息   405

売上債権の増減額 
（増加：△）   96,234

たな卸資産の増減額 
（増加：△）   12,179

仕入債務の増減額 
（減少：△）   11,496

前渡金の増減額 
（増加：△）  

△55,927

その他  △13,458

小計  920,306

利息及び配当金の受取額  3,406

利息の支払額  △301

法人税等の支払額  △590,993

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  332,418

Ⅱ 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  

△100,120

有形固定資産の取得に 
よる支出  

△174,540

投資有価証券の取得に 
よる支出  

△1,970

無形固定資産の取得に  
よる支出 

△26,436

その他  △1,361

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△304,430

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入れによる収入   56,074

長期借入金の返済による
支出  

△54,180

自己株式の取得による 
支出  

△118,109

配当金の支払額  △112,394

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△228,609



  

  
前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△16,003

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△216,625

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  2,489,262

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高  2,272,637



（３）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５月１日～平成20年１月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(１)プリント配線板加工事業…………フラットプラグ加工 

(２)設備機器関連事業…………………設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版 

  

  
プリント配線板

加工事業 
（千円） 

設備機器
関連事業 
（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  2,303,789  1,117,566  3,421,355  －  3,421,355

（2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  63,679  63,679  (63,679)  －

   計  2,303,789  1,181,245  3,485,034  (63,679)  3,421,355

  営業利益  782,076  170,009  952,085  (345,081)  607,003
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