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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 6,621 △35.3 △726 ― △686 ― △577 ―

21年3月期第1四半期 10,235 ― 211 ― △44 ― △107 ―

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 △11.62 ―

21年3月期第1四半期 △2.09 ―

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 41,401 12,938 22.9 193.15
21年3月期 43,263 13,731 23.6 204.69

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,488百万円 21年3月期  10,217百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 3.00 3.00

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  
    株式数の変動により、１株当たり当期純利益のみを変更しております。 

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

14,000 △33.9 △550 ― △500 ― △500 ― △10.18

通期 31,000 △17.8 150 ― 250 ― 50 ― 1.02
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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  無  

(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 

上記に記載いたしました予想数値は、現時点におきまして入手可能な情報に基づいて算出したものであり、既知・未知のリスクや不確定要素等の要因によ
り、実際の業績は上記予想の数値と大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 52,279,051株 21年3月期  52,279,051株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,150,594株 21年3月期  2,364,354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 49,722,278株 21年3月期第1四半期 51,504,526株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融危機や景気の後退が継続しており、個人

消費の低迷や雇用情勢の悪化により厳しい状況で推移しました。 

このような環境下、当社グループは、原価低減活動を実施し収益の回復に努める一方、前連結会計年度より人員の

適正化や一時休業等によりコスト構造の見直しに取り組んでおります。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比 ％減の 百万円、営業損失は 百万円（前年

同期は 百万円の営業利益）、経常損失は 百万円（前年同期は 百万円の経常損失）、四半期純損失は 百万

円（前年同期は 百万円の四半期純損失）となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

（プリント配線基板事業）  

プリント配線基板事業におきましては、生産・在庫調整が緩やかになり短納期中小ロット量産を中心に一部回復が

見られるものの、個人消費の低迷や競争激化による製品価格の下落、研究開発費等の抑制により、売上高は前年同期

比 ％減の 百万円、営業損失は 百万円（前年同期は 百万円の営業利益）となりました。 

（工業材料事業） 

 工業材料事業におきましては、硝子長繊維原料、耐火物、農薬原料の販売量は、いずれも前年同期を大きく下回

り、混和材は、下水道補修材が堅調を維持したことにより、販売量が増加しました。以上により、売上高は前年同期

比 ％減の 百万円、営業利益は前年同期比 ％減の 百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（日本）  

昨年来の世界的な金融危機や景気の後退が継続しており、個人消費の低迷や雇用情勢の悪化により厳しい状況

で推移しました。売上高は ％減の 百万円、営業損失は 百万円（前年同期は 百万円の営業利益）

となりました。 

（アジア）   

アジアの主要な生産拠点であるタイの経済情勢は世界的な景気の後退により、車載関連、家電等の販売が減少

し、売上高は ％減の 百万円、営業損失は 百万円（前年同期は 百万円の営業利益）となりました。

  

 当第１四半期末における総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。主

な増減は、現金及び預金の減少 百万円、受取手形及び売掛金の減少 百万円及び土地の増加 百万円で

あります。  

 負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。主な増減は、支払手形及

び買掛金の減少 百万円、長短借入金の減少 百万円及び賞与引当金の減少 百万円であります。  

 純資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。前期決算に係る配当金

百万円と四半期純損失 百万円により利益剰余金が 百万円減少したことが主な要因であります。 

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当第１四半期連結累計期間末

残高は 百万円（前連結会計年度は13,076百万円）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は 百万円（前第１四半期連結累計期間は 百万円の獲得）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純損失 百万円、減価償却費 百万円、売上債権の減少額 百万円及び仕入債務の

減少額 百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は 百万円（前第１四半期連結累計期間は 百万円の獲得）となりました。これ

は主に、固定資産の取得 百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は 百万円（前第１四半期連結累計期間は 百万円の使用）となりました。これは

主に、短期借入金の純減少額 百万円によるものです。 

  

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

35.3 6,621 726

211 686 44 577

107

37.0 5,325 738 158

25.0 1,296 86.3 8

32.8 5,547 449 145

44.2 1,000 287 39

２．連結財政状態に関する定性的情報

41,401 1,861

1,617 1,087 1,131

28,463 1,068

523 290 117

12,938 793 149

577 727

11,459

639 12

531 486 1,170

595

1,505 850

1,505

772 44

884
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平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月15日に公表しました業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、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、実際の業績等は、業

況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 

  

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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：百万円）

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 11,509 13,126

受取手形及び売掛金 6,927 8,014

有価証券 500 500

商品及び製品 1,088 1,156

仕掛品 914 862

原材料及び貯蔵品 2,180 2,510

その他 1,197 1,138

貸倒引当金 △33 △13

流動資産合計 24,285 27,295

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,172 5,040

その他（純額） 8,882 8,854

有形固定資産合計 ※1  15,054 ※1  13,895

無形固定資産 ※3  188 ※3  190

投資その他の資産   

その他 2,101 2,116

貸倒引当金 △228 △233

投資その他の資産合計 1,873 1,882

固定資産合計 17,116 15,968

資産合計 41,401 43,263

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,580 3,103

短期借入金 7,856 8,983

1年内返済予定の長期借入金 3,380 3,100

未払法人税等 26 101

賞与引当金 184 301

その他 2,412 2,302

流動負債合計 16,440 17,892

固定負債   

社債 850 850

長期借入金 6,146 5,591

退職給付引当金 1,517 1,501

役員退職慰労引当金 1,303 1,355

負ののれん ※3  970 ※3  1,050

その他 1,235 1,290

固定負債合計 12,022 11,639

負債合計 28,463 29,531
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,358 4,358

資本剰余金 4,159 4,159

利益剰余金 2,533 3,261

自己株式 △624 △530

株主資本合計 10,426 11,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △19

繰延ヘッジ損益 7 6

為替換算調整勘定 △947 △1,018

評価・換算差額等合計 △937 △1,031

少数株主持分 3,449 3,514

純資産合計 12,938 13,731

負債純資産合計 41,401 43,263
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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：百万円）

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 10,235 6,621

売上原価 8,526 6,155

売上総利益 1,708 466

販売費及び一般管理費 ※1  1,496 ※1  1,192

営業利益又は営業損失（△） 211 △726

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 29 84

その他 26 73

営業外収益合計 60 162

営業外費用   

支払利息 76 88

持分法による投資損失 123 －

為替差損 68 －

その他 49 33

営業外費用合計 317 122

経常損失（△） △44 △686

特別利益   

固定資産売却益 1 0

賞与引当金戻入額 － 155

役員退職慰労引当金戻入額 22 18

その他 0 18

特別利益合計 24 193

特別損失   

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 － 26

投資有価証券評価損 71 －

その他 17 12

特別損失合計 100 39

税金等調整前四半期純損失（△） △121 △531

法人税、住民税及び事業税 68 13

法人税等調整額 △129 33

法人税等合計 △61 47

少数株主利益又は少数株主損失（△） 47 △1

四半期純損失（△） △107 △577
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △121 △531

減価償却費 633 486

負ののれん償却額 － △84

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △121 △52

賞与引当金の増減額（△は減少） △185 △117

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 13

受取利息及び受取配当金 △5 △3

支払利息 76 88

投資有価証券評価損益（△は益） 71 －

持分法による投資損益（△は益） 123 －

固定資産売却損益（△は益） 10 △0

売上債権の増減額（△は増加） 175 1,170

たな卸資産の増減額（△は増加） △389 397

仕入債務の増減額（△は減少） 264 △595

その他 647 8

小計 1,190 795

利息及び配当金の受取額 8 3

利息の支払額 △58 △84

法人税等の支払額 △1,128 △74

営業活動によるキャッシュ・フロー 12 639

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） 1,000 －

有価証券の売却による収入 500 －

固定資産の取得による支出 △657 △1,505

固定資産の売却による収入 8 0

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

その他 1 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 850 △1,505

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） △235 △884

長期借入れによる収入 600 950

長期借入金の返済による支出 △468 △505

社債の発行による収入 492 －

社債の償還による支出 △50 －

リース債務の返済による支出 △103 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △112

自己株式の取得による支出 △38 △94

配当金の支払額 △206 △99

少数株主への配当金の支払額 △33 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △44 △772

現金及び現金同等物に係る換算差額 △225 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 593 △1,617

現金及び現金同等物の期首残高 7,840 13,076

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  8,434 ※1  11,459
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 該当事項はありません。 

  

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） 

（注）１．事業区分の方法 

 事業は、内部管理上採用している区分により分けております。 

２．各区分に属する主要な製品等 

  

（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〕

  

プリント 
配線基板 
事  業 
（百万円） 

工業材料
事  業 
（百万円） 

その他の
事  業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  8,446 1,729 59   10,235  －  10,235

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  0  0  (△0)  －

  計  8,446  1,729  59  10,235  (△0)  10,235

営業利益又は営業損失（△）  158  60  △8  210  1  211

  

プリント 
配線基板 
事  業 
（百万円） 

工業材料
事  業 
（百万円） 

その他の
事  業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,325 1,296 －  6,621 －  6,621

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －     (－)  －

  計  5,325  1,296  －  6,621 (－)  6,621

 営業利益又は営業損失（△）  △738  8  △0  △729  3  △726

事業区分 主要製品等

プリント配線基板事業 プリント配線基板 

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料 
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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） 

  
 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 （1）アジア・・・タイ、香港 

 （2）その他・・・ドイツ 

  

 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）  

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

（1）アジア……タイ、中国 

（2）その他……ドイツ 

３．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。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  8,255 1,793 186  10,235  －  10,235

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 386  207  1  595  (△595)  －

  計  8,641  2,001  187  10,831  (△595)  10,235

 営業利益  145  39  16  201 10  211

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 

消去又は 
全  社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,547 1,000 73  6,621  －  6,621

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 24  123  －  148  (△148)  －

  計  5,572  1,124  73  6,770  (△148)  6,621

 営業利益又は営業損失（△）  △449  △287  △0  △737  10  △726

〔海外売上高〕

  アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,858  194  2,052

Ⅱ 連結売上高（百万円）              10,235

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.2  1.9  20.1

  アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,055  83  1,139

Ⅱ 連結売上高（百万円）              6,621

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  15.9  1.3  17.2
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 該当事項はありません。 

   

注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

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 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。 

20,963 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円

であります。 

20,490

 ２ 受取手形割引高は、 百万円であります。 365  ２ 受取手形割引高は、 百万円であります。 468

※３ 無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載

しております。 

なお、相殺前の金額は次のとおりであります。 

のれん 40百万円 

負ののれん 1,011百万円 

※３ 無形固定資産であるのれんと相殺した差額を記載

しております。 

なお、相殺前の金額は次のとおりであります。 

のれん 45百万円 

負ののれん 1,096百万円 

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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与手当 425百万円 

賞与引当金繰入額 64百万円 

退職給付費用 17百万円 

給与手当 376百万円 

賞与引当金繰入額 41百万円 

退職給付費用 18百万円 

貸倒引当金繰入額 5百万円 

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） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成20年６月30日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定 7,994

有価証券勘定 500

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △60

現金及び現金同等物 8,434

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成21年６月30日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定 11,509

有価証券勘定 500

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △550

現金及び現金同等物 11,459
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