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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,053 △31.0 △73 ― △73 ― △92 ―
21年3月期第1四半期 2,975 ― 473 ― 476 ― 295 ―

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

22年3月期第1四半期 △1,786.85 ―
21年3月期第1四半期 5,727.87 ―

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

22年3月期第1四半期 8,821 7,831 88.8 151,565.54
21年3月期 10,137 8,101 79.9 156,787.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,831百万円 21年3月期  8,101百万円

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

21年3月期 ― ― ― 3,500.00 3,500.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

2,300 △64.8 △110 ― △110 ― △110 ― △2,128.77

通期 5,000 △47.7 △220 ― △220 ― △220 ― △4,257.54

－1－



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） 

(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 
※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、リスクや不確実な要素を含んでおります。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可能性があることをご承知おきください。なお、上記予想に関する事項は、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覧ください。 

新規 ―社 （社名 － ） 除外 ―社 （社名 － ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 51,673株 21年3月期  51,673株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 51,673株 21年3月期第1四半期 51,673株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部経済指標に改善の兆しが見られるもの

の、企業収益・雇用情勢の大幅な悪化や設備投資の抑制などにより厳しい状況が続きました。 

 一方、当社グループの主要顧客が属するフラットパネルディスプレイ業界においても、景気悪化

により設備投資が延期・凍結される傾向にあることから、受注を獲得することが大変厳しい状況で

推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループはフラットパネルテレビの大画面化・高画質化・薄型化や需

要が拡大しているＩＣカード、デジタルカメラ用撮像素子モジュールなどに対応したカスタム化生

産システムの提供に積極的に注力してまいりました。 

 しかしながら、世界経済の停滞に伴う設備投資の抑制の影響が大きく、当社グループの当第１四

半期の売上高は、2,053百万円（前年同期比922百万円減少）となりました。 

 利益面におきましては、消費者の購買意欲の減少を受け、客先商品価格が低下していることか

ら、当社の製品価格もこの煽りを受けたため、営業損失は73百万円（前年同期は営業利益473百万

円）、経常損失は73百万円（前年同期は経常利益476百万円）、四半期純損失は92百万円（前年同期

は四半期純利益295百万円）となりました。 

   

  

  

 当社グループの当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1,316百万円減少

し、8,821百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少1,351百万円、棚卸資産の減

少1,347百万円、受取手形及び売掛金の増加1,410百万円であります。負債につきましては、前連結

会計年度末に比べて1,046百万円減少し989百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買

掛金の減少721百万円、未払法人税等の減少247百万円であります。純資産は前連結会計年度末に比

べて269百万円減少の7,831百万円となりました。その結果、自己資本比率は前年度末の79.9％から

88.8％となりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
 当第１四半期末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて1,351百万円減少

し、3,873百万円となりました。 
(ア)営業活動によるキャッシュ・フロー 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失73百万円に対し、売上債権 

 の増加1,410百万円、仕入債務の減少721百万円、棚卸資産の減少1,347百万円、法人税等の支払 

 241百万円等により、1,169百万円の支出（前年同期は2,589百万円の獲得）となりました。   

(イ)投資活動によるキャッシュ・フロー 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、記載すべき重要な変動はありませんでした。 
(ウ)財務活動によるキャッシュ・フロー 
  財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出180百万円等により、181百万 

  円の支出（前年同期は880百万円の支出）となりました。  

  

  

  

  

  第２四半期連結累計期間・通期の業績予想については、現時点では平成21年５月12日の決算短信

で公表いたしました業績予想と変更はありません。 

【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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（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  

  1.一般債権の貸倒見積高の算定方法 
    当第１四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 

   積高を算定しております。 

  2.棚卸資産の評価方法 
    当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連 

   結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

    また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味 

   売却価額を見積り簿価切下げを行う方法によっております。    

  3.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を利用する方法によっております。 

  

  

（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  

   該当事項はありません。 

  

  

４．その他
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,873,805 5,225,178

受取手形及び売掛金 2,301,036 890,639

原材料 20,728 13,717

仕掛品 284,584 1,639,093

繰延税金資産 84,970 102,465

その他 33,183 9,360

貸倒引当金 △18,229 △7,067

流動資産合計 6,580,078 7,873,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,074,236 1,089,257

土地 1,013,925 1,013,925

その他（純額） 88,975 99,948

有形固定資産合計 2,177,136 2,203,131

無形固定資産 13,085 14,145

投資その他の資産 50,716 47,090

固定資産合計 2,240,938 2,264,366

資産合計 8,821,016 10,137,752
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 493,836 1,215,028

未払法人税等 3,033 250,099

未払消費税等 83,013 163,334

前受金 － 3,465

賞与引当金 94,965 59,019

役員賞与引当金 － 20,000

製品保証引当金 103,699 114,766

その他 115,105 93,123

流動負債合計 893,653 1,918,836

固定負債   

役員退職慰労引当金 87,040 108,295

その他 8,477 8,915

固定負債合計 95,517 117,211

負債合計 989,170 2,036,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,684,420 1,684,420

資本剰余金 1,597,920 1,597,920

利益剰余金 4,550,501 4,823,688

株主資本合計 7,832,841 8,106,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △995 △4,324

評価・換算差額等合計 △995 △4,324

純資産合計 7,831,846 8,101,705

負債純資産合計 8,821,016 10,137,752
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,975,392 2,053,088

売上原価 2,344,000 1,966,198

売上総利益 631,392 86,889

販売費及び一般管理費 157,804 160,724

営業利益又は営業損失（△） 473,588 △73,835

営業外収益   

受取利息 3 973

助成金収入 3,911 －

その他 836 652

営業外収益合計 4,750 1,626

営業外費用   

支払利息 556 －

コミットメントフィー 1,403 1,495

営業外費用合計 1,960 1,495

経常利益又は経常損失（△） 476,378 △73,705

特別利益   

貸倒引当金戻入額 25,892 －

特別利益合計 25,892 －

特別損失 － －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

502,271 △73,705

法人税、住民税及び事業税 84,005 1,132

法人税等調整額 122,289 17,494

法人税等合計 206,295 18,626

四半期純利益又は四半期純損失（△） 295,976 △92,331
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

502,271 △73,705

減価償却費 22,397 27,838

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,892 11,162

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,247 35,946

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,300 △20,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △551 △11,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △79,055 △21,255

受取利息及び受取配当金 △3 △973

支払利息 556 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,235,842 △1,410,397

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,374,941 1,347,497

仕入債務の増減額（△は減少） △1,814,024 △721,191

前受金の増減額（△は減少） △84,573 △3,465

その他 49,807 △88,586

小計 3,199,663 △928,197

利息及び配当金の受取額 3 973

利息の支払額 △718 －

法人税等の支払額 △609,708 △241,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,589,239 △1,169,110

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 △2,846 △216

無形固定資産の取得による支出 △1,500 －

投資有価証券の取得による支出 △298 △297

貸付金の回収による収入 78 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,566 △514

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） △700,000 －

配当金の支払額 △180,855 △180,855

その他 － △892

財務活動によるキャッシュ・フロー △880,855 △181,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,703,816 △1,351,372

現金及び現金同等物の期首残高 532,640 5,225,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,236,457 3,873,805
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（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〕  

   前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

    当社グループは単一事業形態であるため、該当事項はありません。 

  

    当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

    当社グループは単一事業形態であるため、該当事項はありません。 

  

  〔所在地別セグメント情報〕 

   前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

    本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ 

   りません。  

  

   当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

    本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ 

   りません。  

  
   

  〔海外売上高〕  

   前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

    海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しており 

   ます。 

  

   当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

    海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しており 

   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。 
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