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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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5月期第3四半期 5,401 ― △212 ― △144 ― △327 ―

20年5月期第3四半期 7,478 △3.1 551 △25.6 585 △24.1 251 △39.5

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5月期第3四半期 △43.85 ―

20年5月期第3四半期 33.64 ―

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5月期第3四半期 9,771 7,329 73.3 958.12
20年5月期 12,082 7,935 63.9 1,033.52

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  7,157百万円 20年5月期  7,722百万円

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5月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年5月期 ― 10.00 ―

21年5月期 
（予想） 10.00 20.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 6,700 △33.7 △450 ― △390 ― △620 ― △82.99
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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）  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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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21年１月13日に公表いたしました平成21年５月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年４月10日発表の業績予想の修正
をご参照ください。 
(2)上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、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場合があります。 
(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5月期第3四半期 7,480,000株 20年5月期  7,480,000株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  9,359株 20年5月期  8,147株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期 7,470,852株 20年5月期第3四半期 7,472,853株

- 2 -



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におけるわが国経済は、昨年秋からの米国金融危機に端を発した世界の為替・金融の混

乱により未曾有の経済危機を招いており、また国内外の急速な需要低下を背景に生産調整が拡大し企業収益の環境は

一段と厳しい状況となりました。表面処理薬品業界においても電子部品・半導体関係市場は世界経済の失速に伴い国

内外の需要が停滞する厳しい状況が続きました。 

 このような環境下にあって当社グループは、将来の成長分野を見据えた営業活動を展開し、特に環境に優しい関連

薬品で新規顧客を獲得し売上計画の達成に注力しましたが、デジタル家電、携帯電話、車載関連機器などの関連部品

を中心に生産調整が拡大したことから減収・減益となりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は54億１百万円、営業損失は２億１千２百万円、経常損失は１億４

千４百万円、四半期純損失は３億２千７百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における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。 

 ＜表面処理薬品事業＞ 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は43億７千５百万円、営業利益は３億９千４百万円となりました。 

 なお、区分別販売実績は次の通りであります。 

 （プリント配線板処理薬品） 

 プリント配線板処理薬品につきましては、世界的な景気減速で個人消費は大幅に落ち込み薄型テレビを中心とした

デジタル家電や車載関連機器の急激な需要減となり、これらに使用されるプリント配線板処理薬品の出荷に大きく影

響を及ぼしました。海外については特に中国に関して、関係子会社の製品在庫調整により出荷量は大変厳しい状況と

なりました。 

 その結果、売上高は23億３千５百万円となりました。 

 （電子部品等めっき薬品） 

 電子部品等めっき薬品につきましては、デジタル家電、携帯電話、車載関連機器などの需要停滞から多くの顧客が

休業体制を取るなど生産調整の影響を受け、大幅な出荷減となりました。 

 その結果、売上高は18億８千３百万円となりました。 

 （受託加工等） 

 受託加工等の売上高は１億５千６百万円となりました。 

 ＜機械装置事業＞ 

 機械装置事業につきましては、主力であるプリント配線板業界も国内外の需要が急激に低下し、設備投資の凍結や

先送りにより装置受注が低迷しており、部品販売やメンテナンスビジネスを強化してまいりましたが、当第３四半期

連結累計期間は顧客各社の生産調整が更に拡大し、既設装置の稼働休止が増加した事から大変厳しい状況となりまし

た。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10億４千８百万円、営業損失は１億１千６百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて23億１千万円減少の97億７千１百万円、純資産は６

億６百万円減少の73億２千９百万円となり、自己資本比率は73.3％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ６億２

千３百万円減少し14億３千６百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は６千８百万円となりました。これは主に売上債権の

減少による収入14億８百万円による増加と税引前四半期純損失の計上３億２千２百万円、賞与引当金の減少１億５

千４百万円、仕入債務の減少９億１千万円による減少の結果であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は２億１千１百万円となりました。これは主に定期預

金の預入による支出５千８百万円、有形固定資産の取得による支出１億６千１百万円による減少の結果でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は４億３千４百万円となりました。これは主に社債償

還による支出３億円、配当金の支払額１億４千６百万円による減少の結果であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋からの米国金融危機に端を発した世界的景気後退によ

り、電子部品・半導体関係市場に影響し厳しい環境となっております。当社製品においてもデジタル家電、携帯電

話、車載関連機器など関連製品を中心に生産調整が拡大したことから大幅な売上減少となりました。特に連結子会社

ではプリント配線板業界の需要が急激に低下したことから設備投資の減少などにより受注が大きく落ち込み大変厳し

い状況が続いております。 

 このような環境下にあって当社グループは、収益確保を重要な課題とし、業務の簡素化、効率化および透明性の向

上を図りコスト低減の検証を行なうなど業務の改革に尽力し、トータルコスト低減を推し進めてまいります。また、

引き続き原材料価格や生産工程の見直しによる生産性の向上、自社製品の開発・改良および顧客満足度向上に注力し

企業体質の強化に努めてまいります。 

 業績予想の修正の詳細につきましては、平成21年４月10日に公表しております。「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 
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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 

１．簡便な会計処理 

固定資産の減価償却の算定方法 

 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して算定する方法

によっております。  

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）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．たな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。これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

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）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

（追加情報）  

１．有形固定資産の耐用年数の変更   

 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、法定耐用年数

が見直されました。これにより、機械装置については耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更

しております。この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ42,407千円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。  

２．退職給付制度 

 当社は、退職給付制度として退職一時制度と適格退職年金制度を設けておりましたが、平成21年２月28日

をもって適格退職年金制度を廃止し、平成21年３月１日より確定拠出年金制度へ移行しております。当該移

行に伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）及び「退職給付

制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）を適用し、この結果、特別損

失に確定拠出年金移行損失50,770千円を計上しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響はありません。 
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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21年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,684,746 2,250,696

受取手形及び売掛金 1,959,170 3,378,802

商品及び製品 391,684 437,964

原材料及び貯蔵品 287,149 250,715

仕掛品 126,549 92,209

その他 285,652 225,341

貸倒引当金 △10,060 △8,058

流動資産合計 4,724,892 6,627,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,198,489 1,272,366

機械装置及び運搬具（純額） 492,268 554,590

土地 2,248,494 2,248,494

その他（純額） 141,788 184,884

有形固定資産合計 4,081,041 4,260,336

無形固定資産   

のれん － 70,180

その他 99,813 95,849

無形固定資産合計 99,813 166,030

投資その他の資産   

投資有価証券 159,456 322,688

その他 716,414 715,305

貸倒引当金 △9,944 △9,944

投資その他の資産合計 865,925 1,028,049

固定資産合計 5,046,781 5,454,416

資産合計 9,771,673 12,082,087
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 872,914 1,791,766

短期借入金 300,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 39,996 78,606

1年内償還予定の社債 － 300,000

未払法人税等 3,874 142,464

賞与引当金 41,223 195,740

製品保証引当金 15,665 20,313

その他 209,668 387,008

流動負債合計 1,483,341 3,115,898

固定負債   

長期借入金 50,015 80,012

退職給付引当金 756,753 801,550

役員退職慰労引当金 151,720 145,928

その他 － 2,774

固定負債合計 958,489 1,030,265

負債合計 2,441,830 4,146,163

純資産の部   

株主資本   

資本金 933,600 933,600

資本剰余金 656,765 656,765

利益剰余金 5,689,559 6,166,613

自己株式 △6,644 △6,052

株主資本合計 7,273,280 7,750,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,982 20,276

為替換算調整勘定 △84,522 △48,924

評価・換算差額等合計 △115,504 △28,648

少数株主持分 172,067 213,647

純資産合計 7,329,842 7,935,924

負債純資産合計 9,771,673 12,082,087
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 5,401,912

売上原価 3,694,577

売上総利益 1,707,334

販売費及び一般管理費 1,919,362

営業損失（△） △212,027

営業外収益  

受取利息 4,074

受取配当金 4,182

業務受託手数料 20,250

保険解約返戻金 13,813

その他 42,447

営業外収益合計 84,767

営業外費用  

支払利息 7,022

手形売却損 5,047

為替差損 3,650

その他 1,585

営業外費用合計 17,306

経常損失（△） △144,566

特別利益  

投資有価証券売却益 18,189

特別利益合計 18,189

特別損失  

固定資産除却損 10,783

投資有価証券評価損 70,183

のれん減損損失 62,572

確定拠出年金移行損失 50,770

その他 1,719

特別損失合計 196,029

税金等調整前四半期純損失（△） △322,406

法人税、住民税及び事業税 2,012

法人税等調整額 11,052

法人税等合計 13,065

少数株主損失（△） △7,843

四半期純損失（△） △327,628
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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12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 935,858

売上原価 743,187

売上総利益 192,670

販売費及び一般管理費 551,852

営業損失（△） △359,182

営業外収益  

受取利息 546

受取配当金 1,724

業務受託手数料 6,750

保険解約返戻金 10,248

その他 19,311

営業外収益合計 38,581

営業外費用  

支払利息 1,555

手形売却損 1,427

為替差損 6,997

その他 215

営業外費用合計 10,196

経常損失（△） △330,797

特別利益  

投資有価証券売却益 1,262

特別利益合計 1,262

特別損失  

固定資産除却損 1,866

投資有価証券評価損 35,282

確定拠出年金移行損失 50,770

その他 1,719

特別損失合計 89,639

税金等調整前四半期純損失（△） △419,174

法人税、住民税及び事業税 △104,417

法人税等調整額 △7,210

法人税等合計 △111,628

少数株主損失（△） △7,239

四半期純損失（△） △300,307
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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６月１日 
 至 平成21年２月28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損失（△） △322,406

減価償却費 296,066

のれん償却額 70,180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,002

賞与引当金の増減額（△は減少） △154,516

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,377

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,792

受取利息及び受取配当金 △8,256

支払利息 7,022

為替差損益（△は益） 10,593

投資有価証券評価損 70,183

固定資産除却損 10,783

売上債権の増減額（△は増加） 1,408,097

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,086

仕入債務の増減額（△は減少） △910,424

未払金の増減額（△は減少） △49,379

その他 △147,821

小計 204,450

利息及び配当金の受取額 8,143

利息の支払額 △7,498

法人税等の支払額 △136,552

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,543

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 △58,038

有形固定資産の取得による支出 △161,665

無形固定資産の取得による支出 △24,831

投資有価証券の取得による支出 △34,291

投資有価証券の売却による収入 66,060

その他 834

投資活動によるキャッシュ・フロー △211,932

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） 100,000

長期借入金の返済による支出 △68,607

社債の償還による支出 △300,000

配当金の支払額 △146,834

少数株主への配当金の支払額 △18,915

その他 △591

財務活動によるキャッシュ・フロー △434,947

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △623,194

現金及び現金同等物の期首残高 2,059,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,436,421
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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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成21年２月28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．各事業の主な内容は、次のとおりであります。 

        ①表面処理薬品事業……表面処理薬品の製造販売及び受託加工等 

              ②機械装置事業……プリント配線板等の製造装置・関連機器の製造販売等 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する基準）  

 「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、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）を適用し

ております。この変更による当第３四半期連結累計期間の各事業の営業利益又は営業損失に与える影響は

軽微であります。 

４．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

 「追加情報」に記載のとおり、法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日

法律第23号)に伴い、法定耐用年数が見直されました。これにより、機械装置については耐用年数を短縮

して減価償却費を算定する方法に変更しております。この変更により当第３四半期連結累計期間の表面処

理薬品事業の営業利益は42,407千円減少しております。また、機械装置事業の営業損失への影響はありま

せん。 

 
表面処理薬品事業

（千円） 
機械装置事業 
（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 830,585 105,273 935,858 ― 935,858 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― ― ― ― ―

計 830,585 105,273 935,858 ― 935,858 

営業損失（△） △90,085 △115,267 △205,353 (153,829) △359,182 

 
表面処理薬品事業

（千円） 
機械装置事業 
（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 4,375,068 1,026,843 5,401,912 ― 5,401,912 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 22,024 22,024 (22,024) ―

計 4,375,068 1,048,867 5,423,936 (22,024) 5,401,912 

営業利益又は営業損失（△） 394,243 △116,161 278,082 (490,110) △212,027 
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年６月１日 至平成21年２月28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。  

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成21年２月28日） 

（注）１．海外売上高は、アジア地域のみであり、地域の主な内訳は次のとおりであります。 

    香港、台湾、韓国 

   ２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（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。 

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 148,802 148,802 

Ⅱ 連結売上高（千円）   935,858 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.9 15.9 

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 917,216 917,216 

Ⅱ 連結売上高（千円）   5,401,912 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.0 17.0 
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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 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   7,478,737 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,865,437 65.1 

売上総利益   2,613,299 34.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,061,484 27.5 

営業利益   551,815 7.4 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 17,532     

２．受取配当金 3,260     

３．その他 53,173 73,965 0.9 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 10,551     

２．為替差損 19,134     

３．その他 10,280 39,965 0.5 

経常利益   585,815 7.8 

Ⅵ 特別利益   ― ― 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 6,174     

２．投資有価証券評価損 55,000     

３．過年度製品保証引当金繰入額 17,797 78,971 1.1 

税金等調整前四半期純利益   506,843 6.8 

法人税、住民税及び事業税 170,072     

法人税等調整額 81,738 251,810 3.4 

少数株主利益   3,637 0.0 

四半期純利益   251,396 3.4 
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（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 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年２月29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  506,843 

減価償却費 259,007 

のれん償却額 20,602 

賞与引当金の減少額  △116,492 

退職給付引当金の減少額  △24,969 

売上債権の減少額 29,265 

たな卸資産の増加額  △131,439 

仕入債務の増加額 218,800 

その他  △151,794 

小計 609,824 

利息及び配当金の受取額  20,468 

利息の支払額 △9,846 

法人税等の支払額  △272,114 

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,331 

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 △469,001 

その他  65,673 

投資活動によるキャッシュ・フロー △403,327 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額 △50,000 

長期借入金の返済による支出 △86,967 

配当金の支払額 △151,148 

その他  △20,833 

財務活動によるキャッシュ・フロー △308,948 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △113,480 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △477,425 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,446,565 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,969,140 
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６．その他の情報 

【役員報酬の減額について】 

 通期業績予想の修正を真摯に受け止め、経営責任を明確にするため以下のとおり役員報酬の減額を実施いたしま

す。 

（１）取締役（常勤）報酬減額の内容 

月額報酬の15％を減額 

年２回（２月・８月支給）の役員賞与のうち、平成21年８月支給分を全額 

（２）対象期間 

平成21年３月から平成21年８月 

【一時帰休実施について】 

 世界的経済の景気低迷による影響を受け、当社は経営対策の一環として一時帰休を実施いたします。 

（１）実施部門 

生産部門 

（２）一時帰休実施予定日 

平成21年４月１日、３日、８日、10日、15日、17日、22日、24日、27日、28日、30日 

平成21年５月１日、７日、８日、13日、15日、20日、22日、26日、27日 

今後の経営状況に応じて随時見直しを行ってまいります。 
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