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1.  平成22年4月期第1四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成21年7月31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4月期第1四半期 955 6.8 147 41.2 157 31.5 89 16.4
21年4月期第1四半期 894 ― 104 ― 120 ― 76 ―

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4月期第1四半期 835.44 ―

21年4月期第1四半期 713.32 ―

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4月期第1四半期 7,140 6,476 90.7 60,656.47
21年4月期 6,861 6,430 93.7 60,013.83

（参考） 自己資本   22年4月期第1四半期  6,476百万円 21年4月期  6,430百万円

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4月期 ― 700.00 ― 300.00 1,000.00
22年4月期 ―

22年4月期 
（予想）

300.00 ― 300.00 600.00

3.  平成22年4月期の連結業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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  有  
 

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

1,858 △9.2 307 35.3 329 38.2 185 49.7 1,734.99

通期 3,720 17.6 547 413.1 594 396.6 342 ― 3,209.81



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 

 平成21年６月９日発表の平成22年４月期第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想を修正しております。上記の予想は本資料の発表日現在
において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく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４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4月期第1四半期 110,393株 21年4月期  110,393株

② 期末自己株式数 22年4月期第1四半期  3,620株 21年4月期  3,241株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年4月期第1四半期 107,034株 21年4月期第1四半期 107,713株



 当第１四半期におけるわが国経済は、昨年からの世界的な金融危機の影響が残るなか、企業の本格的な設備投資

回復や雇用調整の緩和までは至らなかったものの、世界各国の金融・経済対策の実施への期待感に下支えされ、景

気回復の兆しが見受けられました。 

 プリント配線板業界におきましては、景気低迷に伴う急激な生産調整が一服し、受注動向は実需に近づいてまい

りましたが、需要の本格的な回復にはまだ時間を要するものと考えられます。 

 このような情勢のもと、当社グループは、今期からの新たな組織体制による管理体制の強化や業務の効率化によ

る収益構造の改善に努めてまいりました。また、生産革新活動を通じたより効率的な生産体制の構築を推進すると

ともに、将来の成長実現に向け、新技術・新工法への取組みを推進いたしました。 

 この結果、当第１四半期の売上高は955,271千円（前年同期比6.8％増）となりました。利益面につきましては、

経費削減による販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は147,026千円（前年同期比41.2％増）、経常利益は

157,865千円（前年同期比31.5％増）、四半期純利益は89,421千円（前年同期比16.4％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの概況は、次の通りであります。  

プリント配線板加工事業 

 プリント配線板加工事業は、昨年からの生産調整が継続するなか、有底ビア充填加工は堅調に推移しました。ま

た、フラットプラグ加工においてはパソコン向けの半導体パッケージ基板の受注は回復の兆候が見られたものの、

基地局やモバイル機器向けのプリント配線板の受注は低調に推移しました。 

 以上により、プリント配線板加工事業の売上高は563,539千円（前年同期比8.8％減）、営業利益は176,960千円

（前年同期比3.6％減）となりました。 

設備機器関連事業 

 フッ素ケミカル製品においては、モバイル機器や車載関連向けの受注が、顧客の在庫調整の影響を大きく受け、

低調に推移しました。また、その他設備機器の販売につきましては、一部顧客において生産が回復したことにとも

ない、比較的堅調に推移しました。 

 以上により、設備機器関連事業の売上高は391,731千円（前年同期比41.6％増）、営業利益は75,881千円（前年同

期比55.8％増）となりました。  

  

資産、負債および純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は7,140,437千円（前期末比278,580千円増）となりました。この内、流動資産は

4,256,943千円（前期末比362,703千円増）となりました。これは主に受取手形及び売掛金が458,855千円増加したこ

とによるものです。 

 固定資産は2,883,493千円（前期末比84,123千円減）となりました。これは主に有形固定資産が69,799千円減少し

たことによるものです。 

  負債は663,964千円（前期末比232,709千円増）となりました。この内、流動負債は536,313千円（前期末比

232,709千円増）となりました。これは主に買掛金が146,260千円増加したことによるものです。固定負債は127,650

千円となりました。 

 純資産は6,476,472千円（前期末比45,871千円増）となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は、90.7％（前期末比3.0ポイント減）となりました。 

キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は2,238,337千円（前期末比57,797千円減）となり

ました。 

 営業活動によって得られた資金は35,865千円（前年同期比235,050千円減）となりました。主な要因は、税金等調

整前四半期純利益が144,170千円、減価償却費71,399千円、仕入債務の増加額146,772千円による増加、および売上

債権の増加額460,648千円による減少であります。 

 投資活動に使用された資金は54,865千円（前年同期比70,476千円減）となりました。主な要因は、有形固定資産

の取得による支出62,223千円であります。  

 財務活動に使用された資金は35,725千円（前年同期比29,610千円増）となりました。この要因は、配当金の支払

額22,136千円、自己株式の取得による支出13,588千円であります。 

  

【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



 平成21年６月９日に公表いたしました平成22年４月期第２四半期連結累計期間および通期の連結業績につきまし

ては、業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年９月３日付「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。   

  

 平成21年５月１日付で100％子会社である株式会社エヌアイマテリアルを吸収合併しております。  

  

 ①簡便な会計処理 

  固定資産の減価償却費の算定方法は、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

 費の額を期間按分する方法により算定しております。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  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等の異動）

（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



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７月31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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,589,654 2,653,541

受取手形及び売掛金 1,260,447 801,592

有価証券 142,364 142,593

商品及び製品 798 4,670

仕掛品 4,286 10,436

原材料及び貯蔵品 58,323 60,994

繰延税金資産 15,196 14,563

未収還付法人税等 116,037 110,590

その他 69,835 95,257

流動資産合計 4,256,943 3,894,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,647,451 2,658,367

減価償却累計額 △1,292,256 △1,266,852

建物及び構築物（純額） 1,355,195 1,391,515

機械装置及び運搬具 2,018,905 2,020,457

減価償却累計額 △1,567,102 △1,537,502

機械装置及び運搬具（純額） 451,802 482,954

工具、器具及び備品 200,174 195,586

減価償却累計額 △148,183 △142,138

工具、器具及び備品（純額） 51,990 53,447

土地 446,496 447,367

有形固定資産合計 2,305,485 2,375,284

無形固定資産   

その他 103,756 109,041

無形固定資産合計 103,756 109,041

投資その他の資産   

投資有価証券 367,390 358,693

繰延税金資産 26,857 31,423

その他 82,268 95,437

貸倒引当金 △2,265 △2,265

投資その他の資産合計 474,250 483,289

固定資産合計 2,883,493 2,967,616

資産合計 7,140,437 6,861,856



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 233,680 87,420

未払法人税等 60,029 2,380

賞与引当金 34,888 44,946

その他 207,715 168,856

流動負債合計 536,313 303,604

固定負債   

長期未払金 94,211 94,211

退職給付引当金 28,439 28,439

その他 5,000 5,000

固定負債合計 127,650 127,650

負債合計 663,964 431,254

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,196,350 1,196,350

資本剰余金 2,051,849 2,051,849

利益剰余金 3,372,148 3,314,782

自己株式 △186,658 △173,069

株主資本合計 6,433,690 6,389,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,234 10,466

為替換算調整勘定 27,547 30,222

評価・換算差額等合計 42,782 40,689

純資産合計 6,476,472 6,430,601

負債純資産合計 7,140,437 6,861,856



（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５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 894,457 955,271

売上原価 483,124 551,567

売上総利益 411,332 403,703

販売費及び一般管理費 307,169 256,677

営業利益 104,162 147,026

営業外収益   

受取利息 492 583

有価証券利息 － 5,502

受取配当金 417 396

受取賃貸料 3,668 10,478

為替差益 10,013 －

その他 1,332 2,857

営業外収益合計 15,923 19,818

営業外費用   

支払利息 28 －

為替差損 － 6,126

貸与資産減価償却費 － 2,852

営業外費用合計 28 8,979

経常利益 120,057 157,865

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産除却損 72 －

固定資産売却損 － 6,179

会員権売却損 － 7,514

特別損失合計 72 13,694

税金等調整前四半期純利益 119,985 144,170

法人税、住民税及び事業税 27,820 54,075

法人税等調整額 15,330 674

法人税等合計 43,151 54,749

四半期純利益 76,834 89,421



（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５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31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 119,985 144,170

減価償却費 77,462 71,399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,497 －

有形固定資産除却損 72 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 6,179

受取利息及び受取配当金 △909 △6,482

支払利息 28 －

売上債権の増減額（△は増加） 333,991 △460,648

たな卸資産の増減額（△は増加） △994 12,549

仕入債務の増減額（△は減少） △211,924 146,772

前渡金の増減額（△は増加） △226 9,512

長期未払金の増減額（△は減少） 94,211 －

その他 △14,161 112,519

小計 322,037 35,973

利息及び配当金の受取額 909 4,938

利息の支払額 △28 －

法人税等の支払額 △52,002 △5,047

営業活動によるキャッシュ・フロー 270,915 35,865

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 △200,119 －

定期預金の払戻による収入 100,240 －

有形固定資産の取得による支出 △19,299 △62,223

有形固定資産の売却による収入 － 2,390

投資有価証券の取得による支出 △2,416 △670

無形固定資産の取得による支出 △2,608 －

その他 △1,140 5,636

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,342 △54,865

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 53,210 －

自己株式の取得による支出 △10,511 △13,588

配当金の支払額 △48,813 △22,136

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,115 △35,725

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,381 △3,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153,839 △57,797

現金及び現金同等物の期首残高 2,612,365 2,296,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,766,204 2,238,337



 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５月１日 至平成20年７月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(１)プリント配線板加工事業…………フラットプラグ加工 

(２)設備機器関連事業…………………設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版 

  

       当第１四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成21年７月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(１)プリント配線板加工事業…………フラットプラグ加工 

(２)設備機器関連事業…………………設備機器、フッ素ケミカル製品、スクリーン印刷版 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成20年７月31日）および当第１四半期連結累計期間（自

平成21年５月１日 至平成21年７月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報 

の記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成20年７月31日）および当第１四半期連結累計期間（自

平成21年５月１日 至平成21年７月31日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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）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

加工事業 
（千円） 

設備機器
関連事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

（1）外部顧客に対する売上高  617,823  276,633  894,457  －  894,457

（2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  18,996  18,996  (18,996)  －

   計  617,823  295,629  913,453  (18,996)  894,457

  営業利益  183,616  48,694  232,310  (128,147)  104,162

  
プリント配線板

加工事業 
（千円） 

設備機器
関連事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

（1）外部顧客に対する売上高  563,539  391,731  955,271  －  955,271

（2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  385  385  (385)  －

   計  563,539  392,116  955,656  (385)  955,271

  営業利益  176,960  75,881  252,841  (105,815)  147,026

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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