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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） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、21年3月期第1四半期は1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、22
年3月期第1四半期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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 4,596 △39.9 △4 ― 221 ― 191 ―

21年3月期第1四半期 7,652 ― 123 ― △78 ― △144 ―

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 13.68 ―

21年3月期第1四半期 △10.36 ―

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 19,645 3,284 16.1 226.02
21年3月期 20,302 2,920 13.8 200.43

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,158百万円 21年3月期  2,800百万円

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 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

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

10,500 △32.8 △100 ― △400 ― △450 ― △32.20

通期 23,600 △11.1 200 ― △200 ― △280 ― △20.02
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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  有  
(注）詳細は、5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 

1．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。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、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。 
2．当社の四半期連結財務諸表に掲載される科目その他の事項への金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当第1四半期連結累計期
間より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前第1四半期及び前連結会計年度についても百万円単位に組
替え表示しております。 

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 13,976,000株 21年3月期  13,976,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,382株 21年3月期  1,382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 13,974,618株 21年3月期第1四半期 13,974,680株
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当第１四半期における世界経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界同時不況の影響が依

然として残り、企業業績の低迷や低調な個人消費が続くなど、先行きが不透明なまま推移いたしました。 

 わが国経済におきましても、昨年秋以降急速に悪化した景気は一部で底を打ったように見受けられるも

のの、雇用や消費をとりまく環境は依然として厳しく、景気の本格的な回復に向けた動きは力強さを欠く

状況が続きました。  

 プリント配線板業界におきましては、薄型テレビを中心としたデジタル家電関連やカーエレクトロニク

ス関連の一部の分野につきましては、昨年秋以降の低迷した状態から脱した感はあるものの、全体的な需

要回復には程遠い状況が続きました。  

 このような情勢のなか当社グループは、グローバルな営業、生産体制の強化を図るとともに、プリント

配線板外観検査機のラインナップの充実、新製品の開発を進めると同時に品質向上及び原価低減活動や各

種固定費の削減活動を推進してまいりました。しかし、昨年秋以降の世界的な景気後退の影響が依然とし

て継続していることにより、当第１四半期における売上高は4,596百万円となり、直前四半期（平成21年

１月１日から平成21年３月31日）との比較では増収に転じたものの、前年同期比では3,056百万円

（39.9％）の減収となりました。  

 損益につきましては、国内販売拠点の再編や適正人員による生産体制の構築等の構造改革がスタート時

期であったことや売上高の減収幅が大きかったことから、前年同期比では128百万円減益の４百万円の営

業損失となりました。  

 経常損益につきましては、為替差損が差益に転じたこと及びシンジケートローンの組成費の発生がなか

ったことから、前年同期比では300百万円増益の221百万円の経常利益となりました。  

 四半期純損益につきましては、役員退職慰労金の一部返上等されたものを役員退職慰労金戻入額として

特別利益に計上したことから、前年同期比では335百万円増益の191百万円の四半期純利益となりました。 

  

当第１四半期末の資産合計は、19,645百万円(前連結会計年度末比657百万円減)となりました。その

内訳は、流動資産が10,026百万円(前連結会計年度末比578百万円減)、固定資産が9,619百万円(前連結

会計年度末比78百万円減)であり、主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動資産は、短期借入金の増加で現金及び預金が213百万円増加したものの、売上高及び受注高の減

少から受取手形及び売掛金が609百万円減少し、同様に製品等たな卸資産も167百万円減少したことによ

るものであります。  

 固定資産のうち有形固定資産については、減価償却の実施等により104百万円減少しました。 

 一方、無形固定資産は、ソフトウエア仮勘定等の計上により28百万円増加しております。  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

① 資産 
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当第１四半期末の負債合計は、16,360百万円(前連結会計年度末比1,021百万円減)となりました。そ

の内訳は、流動負債が7,667百万円(前連結会計年度末比702百万円減)、固定負債が8,693百万円(前連結

会計年度末比319百万円減)であり、主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動負債は、白井電子科技(珠海)有限公司の工場建設に伴う建設及び設備代金の未払額等が244百万

円増加いたしましたが、売上高及び受注高の減少から支払手形及び買掛金が1,157百万円減少したこと

によるものであります。  

 固定負債は、役員の退任による役員退職慰労引当金の取崩し等があったことから319百万円減少して

おります。  

当第１四半期末の純資産合計は、3,284百万円(前連結会計年度末比363百万円増)となりました。その

主な増加要因は次のとおりであります。  

 当第１四半期に191百万円の四半期純利益を計上したこと及び円安が進行したことに伴い為替換算調

整勘定が141百万円改善したことによるものであります。  

当第１四半期における現金及び現金同等物の期末残高は、3,917百万円となり、前年同期比では810百

万円減少いたしました。 

当第１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、85百万円の獲得となり、前年同期比

では602百万円の増加となりました。  

 その主な増減要因は、仕入債務が362百万円減少したことにより流出となりましたが、税金等調整

前四半期純利益が402百万円増加したことや、売上債権の減少233百万円により資金を獲得したことに

よるものであります。 

当第１四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、114百万円の流出となり、前年同期

比では492百万円の流出減少となりました。  

 その主な増減要因は、前年同期には株式会社ミスズの株式取得により690百万円の支出があり、増

加していたことによるものであります。 

当第１四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、119百万円の獲得となり、前年同期

比では2,254百万円獲得減少となりました。  

 その主な増減要因は、前年同期にはシンジケートローンを実施したことによる3,000百万円獲得が

あり、増加していたことによるものであります。 

平成21年５月15日に公表いたしました業績予想につきましては、依然として国内・海外の景気及び為替

の動向が不透明であることから、修正せず据え置いております。 

 なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。  

② 負債 

③ 純資産 

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業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) 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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。

当第１四半期連結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、前連結会計年度末の

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。なお、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連結

会計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場合には、当第１四半期連結会計期

間において前連結会計年度から著しい状況の変化がないと認められる限り、前連結会計年度末におけ

る貸借対照表価額を引き続き計上する方法によっております。 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計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。 

固定費的な要素が大きく、合理的な算定方法によって見積った概算額で計上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

予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

前連結会計年度から取引状況に大きな変化が無いと認められるため、前連結会計年度で使用した損

益率を使用して計算しております。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

  

4. 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

(簡便な会計処理)

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② 棚卸資産の評価方法

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

④ 経過勘定項目の算定方法

⑤ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

⑥ 未実現損益の消去

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

(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 4,417 4,204

受取手形及び売掛金 3,954 4,563

製品 683 821

仕掛品 233 207

原材料及び貯蔵品 357 413

繰延税金資産 52 45

その他 329 350

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 10,026 10,605

固定資産   

有形固定資産   

建設仮勘定 2,633 2,713

その他（純額） 4,222 4,246

有形固定資産合計 6,855 6,960

無形固定資産 285 257

投資その他の資産 2,477 2,480

固定資産合計 9,619 9,697

資産合計 19,645 20,302

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,784 3,942

短期借入金 2,032 1,823

1年内返済予定の長期借入金 1,583 1,618

未払法人税等 28 5

賞与引当金 11 75

その他 1,227 904

流動負債合計 7,667 8,369

固定負債   

長期借入金 7,270 7,295

退職給付引当金 795 777

役員退職慰労引当金 － 454

その他 628 485

固定負債合計 8,693 9,012

負債合計 16,360 17,382
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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 1,361 1,361

資本剰余金 1,476 1,476

利益剰余金 495 308

自己株式 △0 △0

株主資本合計 3,332 3,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18 △48

為替換算調整勘定 △155 △296

評価・換算差額等合計 △174 △345

少数株主持分 125 119

純資産合計 3,284 2,920

負債純資産合計 19,645 20,302
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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 7,652 4,596

売上原価 6,604 3,919

売上総利益 1,048 676

販売費及び一般管理費 924 681

営業利益又は営業損失（△） 123 △4

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 6 8

投資不動産賃貸料 15 13

為替差益 － 285

その他 13 41

営業外収益合計 39 350

営業外費用   

支払利息 34 35

為替差損 76 －

持分法による投資損失 18 19

開業費 68 65

その他 44 3

営業外費用合計 241 123

経常利益又は経常損失（△） △78 221

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 104

貸倒引当金戻入額 4 0

特別利益合計 4 104

特別損失   

固定資産廃棄損 3 0

特別損失合計 3 0

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（△）

△77 325

法人税、住民税及び事業税 40 21

法人税等調整額 28 106

法人税等合計 68 128

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） △144 191
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△77 325

減価償却費 121 112

リース資産減損勘定の取崩額 △31 △25

のれん償却額 25 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △104 △65

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △118 △454

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 0

受取利息及び受取配当金 △10 △9

支払利息 34 35

為替差損益（△は益） △0 △156

固定資産廃棄損 3 0

持分法による投資損益（△は益） 18 19

売上債権の増減額（△は増加） 380 614

たな卸資産の増減額（△は増加） 176 167

仕入債務の増減額（△は減少） △803 △1,165

未払消費税等の増減額（△は減少） △1 △5

その他 106 682

小計 △262 93

利息及び配当金の受取額 10 9

利息の支払額 △31 △35

法人税等の支払額 △268 △5

法人税等の還付額 35 23

営業活動によるキャッシュ・フロー △517 85

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △10

定期預金の払戻による収入 30 －

有形固定資産の取得による支出 △65 △63

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△690 －

その他 125 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △606 △114
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（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) 

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） △209 183

長期借入れによる収入 3,000 330

長期借入金の返済による支出 △416 △391

リース債務の返済による支出 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,373 119

現金及び現金同等物に係る換算差額 △76 133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,174 224

現金及び現金同等物の期首残高 3,554 3,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △21

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,728 3,917
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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) 

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) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各事業の主な内容  

 (1)プリント配線板事業・・・・・・・プリント配線板の製造販売  

 (2)プリント配線板外観検査機事業・・プリント配線板外観検査機の開発・販売 

 (3)その他の事業・・・・・・・・・・運送業及び人材派遣・業務請負 

  

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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各事業の主な内容  

 (1)プリント配線板事業・・・・・・・プリント配線板の製造販売  

 (2)プリント配線板外観検査機事業・・プリント配線板外観検査機の開発・販売 

 (3)その他の事業・・・・・・・・・・運送業及び人材派遣・業務請負 

  

  

(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 
配線板事業 
(百万円)

プリント
配線板外観検
査機事業 
(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 7,478 158 128 7,764 (112) 7,652

営業利益又は営業損失(△) 101 9 △4 106 16 123

プリント 
配線板事業 
(百万円)

プリント
配線板外観検
査機事業 
(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 4,534 79 86 4,700 (104) 4,596

営業利益又は営業損失(△) 6 △11 1 △2 (1) △4
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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) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ その他の地域の区分に属する主な国は、米国であります。 

  

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) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ 所在地別セグメント区分の変更 

当第１四半期連結会計期間より、Shirai Electronics Technology America，Inc.につきましては休眠会

社であり、重要性が乏しいため連結の範囲から除外しております。 

 これに伴い、所在地別セグメントの「その他の地域」につきましては実績が無くなったため、当第１四半

期連結会計期間より記載しておりません。 

  

  

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) 

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

中国・香港
(百万円)

その他の
地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 4,360 3,807 20 8,188 (535) 7,652

営業利益 8 144 1 154 (30) 123

日本 
(百万円)

中国・香港
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高 2,861 2,058 4,920 (324) 4,596

営業利益又は営業損失(△) △94 99 4 (9) △4

(6) 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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