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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第3四半期 2,694 △63.8 △691 ― △736 ― △527 ―
20年9月期第3四半期 7,438 12.4 417 △6.4 361 △9.5 237 △4.3

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9月期第3四半期 △83.31 ―
20年9月期第3四半期 36.92 ―

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9月期第3四半期 10,213 4,451 43.6 702.45
20年9月期 12,640 5,077 40.2 801.22

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  4,451百万円 20年9月期  5,077百万円

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9月期 ― 0.00 0.00 15.00 15.00
21年9月期 ― 0.00 0.00
21年9月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 4,300 △57.8 △976 ― △1,062 ― △671 ― △105.89
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第3四半期 6,450,000株 20年9月期  6,450,000株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  113,153株 20年9月期  113,112株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第3四半期 6,336,885株 20年9月期第3四半期 6,422,618株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的だと判断する一定の前提に基づいてお 
  り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の大手金融機関破綻に端を発した金融危機が、世界的な実体

経済にも影響を及ぼし、特に輸出産業には依然として厳しい環境が続いている中で推移いたしました。 

 プリント配線板業界におきましては、ＩＴ関連製品、エレクトロニクス製品全般にわたり企業業績は厳しいもの

の、在庫調整等も進み、少しずつ取引先工場の稼働率が上昇する傾向となってきました。 

 当第３四半期累計期間には、当社の主力製品であります露光装置は、中国市場では中国政府の景気対策効果もあ

って、納入繰延べとなっておりました装置が順次出荷され、また新規の設備投資も出てまいりました。その他韓国

でも引合が増えてきております。商談も全体的には徐々に増加し、売上高は増加傾向にはあるものの、依然前年同

期を大幅に下回る結果となりました。 

 また、自動化装置につきましては、依然国内取引先の工場稼働率は低下したままで、売上高は前年同期を大幅に

下回りました。  

  

 売上高では、露光装置・自動化装置等が大幅に減少した結果、売上高全体では、前年同期比で4,743,610千円の

減少となりました。利益面におきましては、人件費および経費の削減を引き続き行ったものの、売上高の減少が依

然大きく、大幅な減収減益という結果となりました。 

  

  以上の結果、第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高2,694,763千円、営業損失691,205千円、経常

損失736,992千円、四半期純損失は527,926千円となりました。 

  

  また、第３四半期会計期間の業績につきましては、売上高1,270,425千円、営業損失51,714千円、経常損失

46,494千円、四半期純利益は8,964千円となりました。 

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の財政状態は、前事業年度末に比べ以下のとおりとなりました。  

（資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べて2,483,062千円減少し、6,400,300千円となりました。これは、現金及び預

金が531,821千円、受取手形及び売掛金が1,755,213千円それぞれ減少し、たな卸資産が55,613千円増加したこと

などによるものです。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて56,497千円増加し、3,813,496千円となりました。  

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて2,426,565千円減少し、10,213,796千円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて2,168,069千円減少し、2,921,312千円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が1,510,956千円、短期借入金が204,000千円、未払法人税等が184,439千円減少したことなどによるも

のです。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて367,452千円増加し、2,841,177千円となりました。これは、長期借入金が

449,216千円増加し、社債が100,000千円減少したことなどによるものです。 

 この結果、負債合計は前事業年度末に比べて1,800,616千円減少し、5,762,490千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて625,948千円減少し、4,451,306千円となりました。これは、主に当第３

四半期純損失527,926千円の計上と、配当金支払により利益剰余金が622,979千円減少したことなどによるもので

す。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較して

541,821千円減少し、当四半期会計期間末の残高は1,033,367千円となりました。 

 当第３四半期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３四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、522,802千円となりました。 

 これは、主に売上債権が1,741,123千円減少したことによる資金増加がありましたが、税引前四半期純損失

759,033千円の計上並びに仕入債務の1,499,644千円の減少などにより資金が減少したことによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、 20,129千円となりました。 

 これは、主に貸付金の回収による収入 45,000千円などの資金増加がありましたが、長岡工場の製品組立用冶

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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具等購入による有形固定資産の取得 54,271千円並びに定期預金 10,000千円の増加などにより資金が減少したこ

とによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、1,111千円となりました。 

 これは主に短期借入金 204,000千円の減少、長期借入金 716,670千円の返済、社債 100,000千円の定時償還、

配当金 94,512千円の支払額等による資金減少がありましたが、長期借入金 1,144,000千円の運転資金調達によ

り資金が増加したことによります。 

  

  

 第３四半期累計期間の業績につきましては、世界的な金融危機による景気の大幅な減速により低調に推移いたしま

した。第２四半期累計期間以降、徐々に回復のきざしがあり、売上高も増加傾向にはあるものの、予断を許さない状

況にあります。このような状況を踏まえ、平成21年５月８日に公表いたしました平成21年９月期第２四半期決算発表

時の業績予想を変更しておりません。  

  

  

棚卸資産の評価方法  

  当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地 

 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。 

  

  

①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品・仕掛品は個別法による原価法、原材料は 

 移動平均法による原価法によっておりましたが、第1四半期会計期間より「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、商品・仕掛品は個別法による 

 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）、原材料は移動平均法による 

 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。 

  

③リース取引に関する会計基準の適用 

  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日以後開始する事業年度に係る四半期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前の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き続き採用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,509,367 2,041,189

受取手形及び売掛金 1,510,687 3,265,901

商品 34,716 35,300

原材料 779,479 648,923

仕掛品 2,303,940 2,378,299

その他 262,708 513,750

貸倒引当金 △600 －

流動資産合計 6,400,300 8,883,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,276,859 2,414,446

土地 571,287 571,287

その他（純額） 286,952 324,148

有形固定資産合計 3,135,100 3,309,882

無形固定資産 39,155 50,930

投資その他の資産 639,240 396,185

固定資産合計 3,813,496 3,756,998

資産合計 10,213,796 12,640,362

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 458,376 1,969,333

短期借入金 1,200,000 1,404,000

一年以内返済予定長期借入金 896,325 918,211

未払法人税等 2,777 187,216

賞与引当金 16,896 98,000

製品保証引当金 30,239 87,962

その他 316,698 424,658

流動負債合計 2,921,312 5,089,381

固定負債   

社債 － 100,000

長期借入金 2,583,812 2,134,596

退職給付引当金 52,481 25,989

役員退職慰労引当金 187,762 197,893

その他 17,122 15,246

固定負債合計 2,841,177 2,473,725

負債合計 5,762,490 7,563,106
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,438,220 1,438,220

資本剰余金 1,822,015 1,822,015

利益剰余金 1,237,534 1,860,514

自己株式 △42,819 △42,813

株主資本合計 4,454,949 5,077,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,539 △1,554

繰延ヘッジ損益 △103 874

評価・換算差額等合計 △3,642 △680

純資産合計 4,451,306 5,077,255

負債純資産合計 10,213,796 12,640,362
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,694,763

売上原価 2,107,166

売上総利益 587,597

販売費及び一般管理費 1,278,802

営業損失（△） △691,205

営業外収益  

受取利息 1,751

受取配当金 1,666

助成金収入 22,509

原子力立地給付金 17,047

為替差益 7,664

その他 2,473

営業外収益合計 53,113

営業外費用  

支払利息 67,019

シンジケートローン手数料 22,000

その他 9,881

営業外費用合計 98,900

経常損失（△） △736,992

特別損失  

固定資産除却損 93

ゴルフ会員権評価損 21,947

特別損失合計 22,040

税引前四半期純損失（△） △759,033

法人税、住民税及び事業税 3,908

法人税等調整額 △235,015

四半期純損失（△） △527,926
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,270,425

売上原価 925,042

売上総利益 345,382

販売費及び一般管理費 397,097

営業損失（△） △51,714

営業外収益  

受取利息 447

受取配当金 780

助成金収入 22,509

原子力立地給付金 8,550

その他 894

営業外収益合計 33,181

営業外費用  

支払利息 23,863

その他 4,098

営業外費用合計 27,961

経常損失（△） △46,494

特別利益  

賞与引当金戻入益 65,300

税引前四半期純利益 18,805

法人税、住民税及び事業税 2,326

法人税等調整額 7,513

四半期純利益 8,964
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10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  

税引前四半期純損失（△） △759,033

減価償却費 242,435

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600

賞与引当金の増減額（△は減少） △81,104

製品保証引当金の増減額（△は減少） △57,723

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,491

受取利息及び受取配当金 △3,418

支払利息 66,196

社債利息 822

シンジケートローン手数料 22,000

固定資産除却損 93

ゴルフ会員権評価損 21,947

売上債権の増減額（△は増加） 1,741,123

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,613

未収消費税等の増減額（△は増加） 95,123

仕入債務の増減額（△は減少） △1,499,644

その他 △78,778

小計 △318,481

利息及び配当金の受取額 3,219

利息の支払額 △63,998

事故保険金の受取額 47,190

役員退職慰労金の支払額 △10,131

消費税等の還付額 488

法人税等の支払額 △181,088

営業活動によるキャッシュ・フロー △522,802

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △10,000

貸付金の回収による収入 45,000

有形固定資産の取得による支出 △54,271

無形固定資産の取得による支出 △500

その他 △358

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,129
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） △204,000

長期借入れによる収入 1,144,000

長期借入金の返済による支出 △716,670

リース債務の返済による支出 △3,151

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △6

配当金の支払額 △94,512

その他 △24,548

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △541,821

現金及び現金同等物の期首残高 1,575,189

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,033,367
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

                      （単位：千円） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高  7,438,373

Ⅱ 売上原価  5,060,366

 売上総利益  2,378,007

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,960,324

 営業利益  417,682

Ⅳ 営業外収益  22,718

Ⅴ 営業外費用  78,878

 経常利益  361,522

Ⅵ 特別利益  444

Ⅶ 特別損失  50

税引前四半期純利益  361,916

法人税、住民税及び事業税  212,508

法人税等調整額  △87,720

四半期純利益  237,128
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前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

                      （単位：千円）  

   

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

     

税引前四半期純利益      361,916

減価償却費  246,482

賞与引当金の増加額  82,322

製品保証引当金の増加額  10,264

退職給付引当金の増加額  15,173

前払年金費用の減少額  20,779

役員退職慰労引当金の増加
額 

 4,941

受取利息及び受取配当金  △4,300

支払利息  66,961

社債利息  1,822

固定資産除却損  50

売上債権の増加額  △1,067,096

たな卸資産の増加額  △685,994

未収還付消費税等の減少額  164,373

仕入債務の増加額  154,954

その他  40,145

       

小計  △587,203

利息及び配当金の受取額  3,432

利息の支払額  △74,411

事故保険金の受取額  47,190

消費税等の還付額  741

法人税等の支払額  △131,288

       

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △741,538
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前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

     

定期預金の純増減額（△は
増加） 

 230,000

貸付金の回収による収入  30,000

有形固定資産の取得による
支出 

 △140,916

無形固定資産の取得による
支出 

 △357

その他  △5,407

       

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 113,318

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（△
は減少） 

 528,000

長期借入による収入  1,050,000

長期借入金の返済による支
出 

 △797,857

社債の償還による支出  △400,000

自己株式の取得による支出  △29,866

配当金の支払額  △95,751

その他  △3,382

       

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 251,142

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

－ 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

 △377,077

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 1,456,969

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期
末残高 

 1,079,891
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(1)重要な後発事象  

 Ⅰ特定融資枠契約   

 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、平成21年７月16日に取引銀行４行と総額1,750,000千円の特定融資

枠契約（シンジケーション方式によるコミットメントライン）を締結致しました。 

 なお、平成21年７月度に総額900,000千円の借入を実行致しました。 

（注）１．本契約はつぎのとおり財務制限条項が付されております。 

各年度の決算期及び第２四半期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額が2,630,000千

円未満となった場合には、借入元本並びに利息及び清算金その他の支払義務を負担する全ての債務を直

ちに返済することを要求されることになります。 

  

  

６．その他の情報

 締結年月日 契約の名称  相手先  契約の概要  借入未実行残高 

平成21年 

７月16日  

リボルビング・クレジッ

ト・ファシリティ契約

（シンジケーション方式

によるコミットメントラ

イン）  

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱北越銀行 

㈱りそな銀行 

㈱東京都民銀行  

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行をエ

ージェントとする貸付金融

機関４行との借入総額

1,750,000千円のシンジケ

ーション方式の借入契約

（コミットメント期間平成

21年７月23日から平成22年

７月15日） 

850,000千円
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