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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 501 △30.6 △62 ― △46 ― △48 ―
21年3月期第1四半期 722 △19.4 1 △98.1 67 △30.5 38 △33.4

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 △11.27 ―
21年3月期第1四半期 8.32 ―

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 7,927 7,133 90.0 1,648.10
21年3月期 7,938 7,142 90.0 1,636.63

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  7,133百万円 21年3月期  7,142百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

1,133 △23.5 △109 ― △95 ― △98 ― ―

通期 2,448 △12.3 △98 ― △71 ― △77 ― ―
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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、３ページ【定性的・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、３ページ【定性的・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 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 5,000,000株 21年3月期 5,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 671,516株 21年3月期 635,616株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 4,343,934株 21年3月期第1四半期 4,643,747株

※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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と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ページを参照してください。 
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 当第１四半期におけるわが国経済は、一部で輸出や生産に持ち直しの兆しがみられるものの、昨年からの世界的な

金融危機の影響により、企業収益の悪化や設備投資の抑制、個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況が続いておりま

す。 

 スクリーン印刷業界におきましても、景気後退による市場の停滞と同業他社との価格競争等、依然として厳しい状

況が続いております。 

 このような状況のもと、当社は、積極的な受注活動及び生産体制の増強等を展開し、売上の拡大、徹底したコスト

削減に取り組んでまいりましたが、景気後退による電子部品業界の低迷等の影響により、製品売上については、前年

同期比30.3％減の４億77百万円、商品売上については、前年同期比35.9％減の24百万円、売上高合計は、前年同期比

30.6％減の５億１百万円となりました。利益面におきましては、売上減少の影響が大きく、営業損失62百万円（前年

同期 営業利益１百万円）、経常損失46百万円（前年同期 経常利益67百万円）、四半期純損失48百万円（前年同期 

四半期純利益38百万円）となりました。   

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は、前事業年度末と比較して、流動資産が２億46百万円減少し、固定資産が２億34百万円

増加した結果、11百万円減少して79億27百万円となりました。純資産は９百万円減少して71億33百万円となり、その

結果自己資本比率は、90.0％となりました。   

②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて２億９百

万円減少し、16億99百万円となりました。 

また、当第１四半期会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１四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、前年同期比74.4％減の32百万円となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純損失46百万円を計上いたしましたが、売上債権の増加15百万円によるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、前年同期比190.3％増の１億91百万円となりま

した。これは主に、投資有価証券の取得による支出１億92百万円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１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、前年同期比35.7％減の43百万円となりました。

これは主に、配当金の支払27百万円、自己株式の取得による支出16百万円によるものであります。  

業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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１四半期会計期間末の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。  

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前事業年度末において帳簿価額を処分見込価額ま

で切り下げているものについては、前事業年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前事業年度末にお

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

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
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ける貸借対照表価額を基礎として計上する方法によっております。  

③固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、事業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。  

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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１四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,634,835 1,651,763

受取手形及び売掛金 439,518 455,361

有価証券 515,025 707,762

商品及び製品 12,270 12,711

仕掛品 59,876 83,140

原材料及び貯蔵品 89,043 93,110

その他 89,127 82,018

貸倒引当金 △703 △728

流動資産合計 2,838,995 3,085,140

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,518,851 2,518,851

減価償却累計額 △1,408,350 △1,388,277

建物（純額） 1,110,501 1,130,574

土地 1,586,056 1,586,056

その他 3,289,682 3,273,320

減価償却累計額 △2,614,524 △2,563,647

その他（純額） 675,158 709,673

有形固定資産合計 3,371,715 3,426,304

無形固定資産 17,196 19,332

投資その他の資産   

投資有価証券 1,344,133 1,055,817

その他 355,550 352,337

投資その他の資産合計 1,699,684 1,408,154

固定資産合計 5,088,596 4,853,791

資産合計 7,927,591 7,938,932

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 209,820 261,994

未払法人税等 3,503 －

引当金 56,226 37,488

その他 161,564 137,116

流動負債合計 431,114 436,599

固定負債   

退職給付引当金 35,582 34,960

役員退職慰労引当金 327,108 324,483

固定負債合計 362,690 359,443

負債合計 793,805 796,043
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 925,750 925,750

資本剰余金 1,405,550 1,405,550

利益剰余金 5,342,238 5,421,766

自己株式 △457,229 △440,461

株主資本合計 7,216,309 7,312,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △82,523 △169,716

評価・換算差額等合計 △82,523 △169,716

純資産合計 7,133,786 7,142,888

負債純資産合計 7,927,591 7,938,932
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 722,814 501,717

売上原価 563,719 431,828

売上総利益 159,094 69,888

販売費及び一般管理費 157,922 132,322

営業利益又は営業損失（△） 1,172 △62,433

営業外収益   

有価証券利息 17,323 4,443

複合金融商品評価益 32,012 16,927

その他 16,905 2,034

営業外収益合計 66,242 23,405

営業外費用   

為替差損 － 7,421

その他 124 197

営業外費用合計 124 7,618

経常利益又は経常損失（△） 67,290 △46,647

特別利益   

固定資産売却益 135 －

特別利益合計 135 －

特別損失   

固定資産除却損 18 －

特別損失合計 18 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 67,407 △46,647

法人税、住民税及び事業税 34,150 2,329

法人税等調整額 △5,368 －

法人税等合計 28,782 2,329

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38,624 △48,976
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

67,407 △46,647

減価償却費 97,479 75,200

賞与引当金の増減額（△は減少） － 18,738

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,384 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,625 2,625

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,005 621

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 △25

受取利息及び受取配当金 △21,320 △6,100

為替差損益（△は益） 12,496 7,421

有形固定資産除却損 18 23

有形固定資産売却損益（△は益） 207 －

複合金融商品評価損益（△は益） △32,012 △16,927

売上債権の増減額（△は増加） 29,577 15,842

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,230 27,771

仕入債務の増減額（△は減少） △79,081 △52,174

未払消費税等の増減額（△は減少） 731 27,743

その他の資産の増減額（△は増加） 5,293 △21,799

その他の負債の増減額（△は減少） 25,735 △6,145

その他 2,335 2,467

小計 119,313 28,635

利息及び配当金の受取額 13,369 5,435

法人税等の支払額 △4,063 △1,120

営業活動によるキャッシュ・フロー 128,618 32,949

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 △24,134 △3,799

投資有価証券の取得による支出 △47,909 △192,096

投資有価証券の償還による収入 9,404 7,900

その他 △3,242 △3,243

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,881 △191,238

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 △12,162 △16,941

配当金の支払額 △56,163 △27,013

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,326 △43,955

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,367 △7,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,956 △209,666

現金及び現金同等物の期首残高 795,941 1,909,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 766,984 1,699,860
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 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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