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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 4,084 ― △517 ― △547 ― △837 ―
20年5月期第3四半期 5,266 △11.8 △196 ― △195 ― △209 ―

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 △187.06 ―
20年5月期第3四半期 △46.92 ―

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 7,933 1,480 18.3 326.04
20年5月期 9,690 2,425 24.1 522.92

（参考） 自己資本  21年5月期第3四半期  1,459百万円 20年5月期  2,341百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― 0.00 ―
21年5月期 
（予想） 0.00 0.00

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  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 5,186 △25.1 △629 ― △669 ― △967 ― △216.17



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【簡便な会計処理及び四半期連結財務緒表の作成に特有の会計処理の適用】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） 

（注）詳細は、４ページ【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】をご覧下さい。 

(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21年5月期の連結業績予想につきましては、平成21年1月9日に公表いたしました業績予想数値を変更しております。詳細につきましては、本日（平
成21年4月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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。 
３．上記に記載した予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり不確定要素等を含んでいるため、実際の業績は今後
のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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 4,477,000株 20年5月期 4,477,000株
② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期 57株 20年5月期 57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 4,476,943株 20年5月期第3四半期 4,468,694株



 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機が株式市場に

悪影響を及ぼし、企業業績の低迷による民間設備投資の抑制や、雇用情勢の悪化に影響を与えております。また、

個人消費の低迷により実態経済に深刻な状況が生じ、昨年の秋以降景気が急速に悪化しております。 

 電子回路基板業界におきましては、デジタル家電を中心とした市場成長製品が鈍化したことに併せて、半導体分

野・自動車関連分野での急激な市場規模の縮小に見舞われており企業業績の鈍化がより鮮明になっております。 

 このような情勢のもとで当社グループといたしましては、経営基盤の強化を目的としまして、グループ関連子会

社のＰＣ（電子回路基板）部門を当社に集約し、経営合理化と経営財務体質の改善を進めております。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は40億84百万円、営業利益におきましては５億17百万円の営業損

失、経常利益は５億47百万円の経常損失、また、業績低迷で収益性の低下している固定資産につき減損損失４億10

百万円を計上したこと等により四半期純損失は８億37百万円となりました。 

  

当第３四半期末の総資産は、現預金及び売上債権の減少、固定資産の減損損失の計上等により前連結会計年度末

比17億56百万円減の79億33百万円となりました。主な増減としては、現金及び預金が３億22百万円、受取手形及び

売掛金が５億55百万円、有形固定資産が４億98百万円それぞれ減少しております。  

負債は、前連結会計年度末に比べ８億11百万円減少しており、主な増減は支払手形及び買掛金が３億99百万円、

短期借入金及び長期借入金の有利子負債が１億42百万円、役員退職慰労引当金が92百万円それぞれ減少しておりま

す。また純資産は、利益剰余金が８億37百万円、その他有価証券評価差額金が43百万円減少したこと等に伴い、前

連結会計年度末に比べ９億44百万円減少し14億80百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第３四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下

「資金」という）の残高は４億31百万円であり、前連結会計年度末比では３億22百万円の減少となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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るキャッシュ・フローは、減価償却費、減損損失、売上債権の減

少、役員退職慰労引当金の減少、仕入債務の減少等の影響から２億８百万円の資金減少となりました。 

（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るキャッシュ・フローは、31百万円の資金増加となりました。 

 これは主に投資有価証券の売却による収入１億11百万円等によるものであります。 

（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るキャッシュ・フローは、１億45百万円の資金支出となりました。 

 これは主に短期借入金及び長期借入金の返済によるものであります。 

  

  

通期業績につきましては、当第３四半期連結会計期間に引き続き、世界的な景気後退が懸念される中、自動車産業

をはじめとする多くの国内製造業で受注低迷、生産水準の低下、雇用調整など厳しい経営環境が続くものと見込まれ

ます。 

平成21年５月期の当社グループ通期連結業績予想につきましては、当第３四半期連結会計期間の結果と今後の見通

しを加味して修正を行っております。詳細につきましては、本日付け「減損損失の計上および業績予想の修正に関す

るお知らせ」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 

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 



  

 該当事項はありません。 

   

 簡便な会計処理について 

 ・当第３四半期連結累計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部を除き実地棚卸等を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 ・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。 

  

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。 

なお、第１四半期連結会計期間より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の

四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

また、第１四半期連結会計期間より、「四半期連結財務諸表規則」附則第３条の規定を適用しております。 

②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。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

③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日以後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、第１四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。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びリース料総額が

3,000千円以下の企業の事業内容に照らして重要性の乏しい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続き採用しております。 

また、これによる損益に与える影響はありません。  

  



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 431,658 754,019

受取手形及び売掛金 1,256,438 1,812,363

商品及び製品 119,048 75,114

仕掛品 179,856 289,715

原材料及び貯蔵品 136,835 158,548

繰延税金資産 － 17,763

その他 29,631 85,769

貸倒引当金 － △306

流動資産合計 2,153,468 3,192,987

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,542,910 2,924,823

機械装置及び運搬具（純額） 223,209 346,102

土地 2,801,140 2,801,140

建設仮勘定 － 9,544

その他（純額） 56,010 40,508

有形固定資産合計 5,623,270 6,122,119

無形固定資産   

借地権 59,800 59,800

その他 11,955 32,877

無形固定資産合計 71,755 92,677

投資その他の資産   

投資有価証券 76,837 274,752

その他 11,252 8,868

貸倒引当金 △2,895 △862

投資その他の資産合計 85,195 282,758

固定資産合計 5,780,222 6,497,555

資産合計 7,933,690 9,690,542



（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 853,243 1,252,858

短期借入金 1,568,000 1,673,300

1年内返済予定の長期借入金 1,025,188 844,748

未払費用 222,029 300,352

未払法人税等 5,748 65,025

賞与引当金 － 13,000

その他 114,740 129,255

流動負債合計 3,788,950 4,278,540

固定負債   

長期借入金 2,527,095 2,745,062

繰延税金負債 3,873 37,096

退職給付引当金 67,895 82,387

役員退職慰労引当金 － 92,828

負ののれん 11,148 15,926

その他 54,305 13,404

固定負債合計 2,664,317 2,986,705

負債合計 6,453,267 7,265,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,066,470 1,066,470

資本剰余金 1,002,310 1,002,310

利益剰余金 △504,571 332,887

自己株式 △21 △21

株主資本合計 1,564,187 2,401,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104,517 △60,552

評価・換算差額等合計 △104,517 △60,552

少数株主持分 20,753 84,203

純資産合計 1,480,422 2,425,296

負債純資産合計 7,933,690 9,690,542



（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 4,084,193

売上原価 3,970,649

売上総利益 113,544

販売費及び一般管理費 630,931

営業損失（△） △517,387

営業外収益  

受取利息 362

受取配当金 5,793

負ののれん償却額 4,777

物品売却益 20,838

受取賃貸料 15,572

雑収入 5,998

営業外収益合計 53,343

営業外費用  

支払利息 66,425

雑損失 16,656

営業外費用合計 83,081

経常損失（△） △547,125

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 92,828

貸倒引当金戻入額 545

保険解約返戻金 631

投資有価証券売却益 8,228

特別利益合計 102,233

特別損失  

減損損失 410,575

投資有価証券評価損 16,869

特別損失合計 427,445

税金等調整前四半期純損失（△） △872,337

法人税、住民税及び事業税 7,500

法人税等調整額 17,763

法人税等合計 25,264

少数株主損失（△） △60,141

四半期純損失（△） △837,459



（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（△） △872,337

減価償却費 242,850

減損損失 410,575

負ののれん償却額 △4,777

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,726

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,492

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △92,828

投資有価証券売却損益（△は益） △8,228

投資有価証券評価損益（△は益） 16,869

受取利息及び受取配当金 △6,156

支払利息 66,425

売上債権の増減額（△は増加） 555,925

たな卸資産の増減額（△は増加） 87,638

仕入債務の増減額（△は減少） △399,614

未払費用の増減額（△は減少） △78,670

その他 19,640

小計 △88,454

利息及び配当金の受取額 6,223

利息の支払額 △63,421

法人税等の支払額 △62,404

営業活動によるキャッシュ・フロー △208,056

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 △76,721

投資有価証券の取得による支出 △1,112

投資有価証券の売却による収入 111,908

その他 △2,692

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,382

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） △105,300

リース債務の返済による支出 △2,801

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △637,527

配当金の支払額 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322,360

現金及び現金同等物の期首残高 754,019

現金及び現金同等物の四半期末残高 431,658



 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、昨年（平成20年）後半からの急速な景気後退の影響により売上高が減少し、当第３四半

期連結会計期間においては、279百万円の営業損失、654百万円の四半期純損失を計上し、当第３四半期連結

累計期間においては、517百万円の営業損失、837百万円の四半期純損失を計上し、営業キャッシュ・フロー

は208百万円のマイナスとなりました。特に本年（平成21年）１月の急激な売上高の落ち込みにより、従前

どおりの条件での借入金の約定弁済が困難となることが予想される状況になったことを踏まえ、当面の資金

繰りの安定化を図る目的で取引金融機関に対し返済スケジュールの緩和を要請するにいたりました。 

このような状況により、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当該状況を解消すべく当社グループは、以下の諸施策を実施することにより収益構造を再構築し、収益力

の回復を図ってまいります。 

１．収益基盤の確立 

当社グループとしては、顧客ニーズに合わせた新技術開発案件、さらに営業戦略として小中量の付加価

値の高い開発製品を獲得することが売上高回復の軸となります。 

オール電化に向けた省エネ家電に代表されるLED照明やエコキュート、環境にやさしいエコカーやEV、

インバーター、防災防犯分野のセキュリティ関連、またベンチャー企業とのアライアンスに於いて新しい

材料と加工技術を駆使した開発案件で市場動向の変化に対応した営業展開を基本に据えて収益基盤を確立

いたします。 

２．経費の削減 

グループの生産拠点である当社本社工場・八王子四谷工場、㈱ダイヤテック、菱光電子工業㈱の４拠点

の生産内容を見直し、生産体制及び生産効率の改善を行います。菱光電子工業㈱の電子回路基板の生産

を、平成21年2月以降順次、当社本社工場に移管しており、生産拠点の選択と集中、人員配置の見直し等

により、グループ全体で、平成21年2月以降3月末日までに海外技能研修生59名と社員40名強の人員削減を

実施いたしました。これらによる固定費の圧縮等により、経費を削減いたします。 

３．資金面について 

各取引金融機関に対し、借入金元本について一定期間の返済猶予を申し入れ、借入金の大半を占める金

融機関とは既に変更契約を締結いたしました。一定期間経過後につきましては、上記諸施策の達成状況に

より引き続きご支援いただける旨のご回答をそれぞれいただいております。 

上記諸施策の実施により、早期に経済環境の変化に敏速に対応できる体制を整え、収益構造の改善・再構

築を行うことで継続企業の前提に関する疑義は解消できるものと判断しております。 

なお、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、こ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） 

 当社グループは、電子回路基板（プリント配線板）事業の売上高及び営業利益（損失）の金額が、全セグメ

ントの売上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の

種類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６月１日 至 平成21年２月28日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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６月１日 至 平成21年２月28日） 

 海外売上高がないため、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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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６月１日～平成20年２月29日） 

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  5,266,454

Ⅱ 売上原価  4,787,104

売上総利益  479,350

Ⅲ 販売費及び一般管理費  676,007

営業損失（△）  △196,657

Ⅳ 営業外収益  68,983

１．受取利息  655

２．受取配当金  6,045

３．その他  62,281

Ⅴ 営業外費用  67,338

１．支払利息  56,614

２．その他  10,723

経常損失（△）  △195,012

Ⅵ 特別利益  75,869

１．前期損益修正益  9,252

２．役員退職慰労引当金戻入益  49,576

３．退職給付引当金戻入益  2,630

４．保険解約返戻金  14,410

Ⅶ 特別損失  42,182

１．固定資産除却損  42,182

税金等調整前四半期純損失（△）  △161,325

税金費用  60,072

少数株主損失（△）  △11,683

四半期純損失（△）  △209,714



（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６月１日～平成20年２月29日） 

  
  

  
前年同四半期 
（平成20年５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損失（△）  △161,325

減価償却費  262,768

のれん償却額  39,042

貸倒引当金の減少額  △113

賞与引当金の増加額  34,781

退職給付引当金の減少額  △13,124

役員退職慰労引当金の減少額  △44,630

受取利息及び受取配当金  △6,701

支払利息   56,614

固定資産除却損  42,182

売上債権の減少額  123,285

たな卸資産の減少額  54,830

仕入債務の増加額  163,502

未収入金の減少額  54,605

未払費用の減少額  △31,855

未払消費税等の減少額  △23,455

その他  △27,845

小計  522,562

利息及び配当金の受取額  6,701

利息の支払額  △56,823

法人税等の支払額  △11,230

営業活動によるキャッシュ・フロー  461,210



  
  

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

  
前年同四半期 
（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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  △135,657

有形固定資産の除却による支出  △21,400

有形固定資産の売却による収入  800

投資有価証券の取得による支出  △1,257

その他  3,505

投資活動によるキャッシュ・フロー  △154,009

Ⅲ 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  104,980

長期借入れによる収入  230,000

長期借入金の返済による支出  △682,463

配当金の支払額  △207

株式の発行による収入  2,200

自己株式の取得  △21

財務活動によるキャッシュ・フロー  △345,511

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △38,310

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  881,281

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  842,970
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