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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 41,207 △34.6 △1,538 ― △2,234 ― △2,672 ―

21年3月期第2四半期 62,973 ― 1,086 ― 1,147 ― 456 ―

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2四半期 △45.50 ―

21年3月期第2四半期 7.45 ―

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2四半期 129,376 66,367 48.8 1,075.47
21年3月期 129,044 68,985 51.1 1,123.42

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  63,180百万円 21年3月期  65,998百万円

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  

平成22年3月期の期末配当予想額につきましては、未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 101,200 △5.9 1,500 ― 1,000 ― 500 ― 8.51
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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、上記予想数値を異なる場合があります。 
2．平成22年３月期の期末配当につきましては、今後の業績を勘案して総合的に決定することとしており、予想額の開示が可能となった時点で速やかに開
示する予定です。 

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2四半期 63,060,164株 21年3月期  63,060,164株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,313,179株 21年3月期  4,312,876株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 58,747,159株 21年3月期第2四半期 61,249,004株
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当第２四半期連結会計期間における世界経済は、各国の経済政策により最悪期は脱しつつあり、特に中

国では内需拡大で力強い回復傾向を示しました。しかしながら欧米諸国では依然厳しい経済環境が継続し

ていることから、総じて世界経済の回復は緩慢なものとなりました。わが国経済も、政府の景気対策によ

り、最悪期を脱した感はありますが、雇用ならびに所得環境、設備投資は未だ低水準で、景気回復を実感

するには至らない状況が続いております。 

 当社グループが属する電子部品業界は、メーカーの在庫調整の進展や、政府主導によるグリーン家電普

及促進事業ならびにエコカー減税などの景気対策による、デジタル家電やハイブリッドカーなどの関連分

野で需要の持ち直しが見受けられましたが、経済環境の先行き不透明感は未だ根強く、本格的な需要回復

には至りませんでした。 

 このような環境のもと、当社グループはグローバルでの受注活動の強化を行いましたが、グループの主

力である自動車やデジタル家電の世界規模での需要回復の遅れや、競合他社との価格競争の激化により、

当第２四半期連結累計期間における売上高は412億7百万円（前年同期比34.6%減）に留まりました。 

 利益面につきましては、一部生産拠点の閉鎖を含む事業再編を実施するとともに、徹底的なコスト削減

を実施し収益確保に努めてまいりましたが、上記売上高の伸び悩みにより、営業損失は15億38百万（前年

同期は10億86百万円の営業利益）、経常損失は22億34百万円（前年同期は11億47百万円の経常利益）、四

半期純損失は26億72百万円（前年同期は4億56百万円の純利益）となりました。 

 所在地別にみますと、売上高は、日本国内309億33百万円（前年同期比29.1%減）、中国地域は68億38百

万円（前年同期比44.3%減）、東南アジア地域は26億63百万円（前年同期比50.3%減）、欧米地域は7億72

百万円（前年同期比55.1%減）となりました。利益面は、日本国内26百万円の営業利益（前年同期比98.8%

減）、中国地域は1億23百万円の営業利益（前年同期比84.6%減）、東南アジア地域は14億28百万の営業損

失（前年同期は18億96百万円の営業損失）、欧米地域は20百万円の営業損失（前年同期は2億51百万円の

営業利益）となりました。 

  

 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
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.2％増加し、655億59百万円となりました。これは、主に受取

手形及び売掛金が52億81百万円増加し、現金及び預金が32億17百万円減少したことなどによるものであり

ます。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.3％減少し、637億86百万円となりました。これは、有形固定

資産が12億14百万円、投資有価証券が15億3百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、1,293億76百万円となりました。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて17.5％増加し、347億55百万円となりました。これは、主に支

払手形及び買掛金が38億75百万円増加したことなどによるものであります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.3％減少し、282億53百万円となりました。これは、長期借入

金が20億55百万円減少したことなどによるものであります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.9％増加し、630億9百万円となりました。  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、663億67百万円となりました。これは、主に利

益剰余金が45億50百万円減少したことなどによるものであります。 

  

当第２四半期連結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、前連結会計年度末

に比べ32億17百万円減少し、278億21百万円となりました。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 営業活動の結果、得られた資金は1億61百万円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費37億54百

万円、仕入債務の増加額33億66百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額48億29百万円であり

ます。  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動の結果、使用した資金は12億73百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による

支出18億11百万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)  

 財務活動の結果、使用した資金は24億67百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済による支

出35億61百万円によるものであります。 

  

当社グループを取り巻く事業環境は依然として先行き不透明で予断を許さない状況でありますが、引き

続き受注活動の積極展開と、原価低減活動や事業構造改革に取り組むことによって、収益構造を着実に改

善していく所存です。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、平成21年10月30日に公表しました業績予想から変更してお

りません。 

  

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

(2) キャッシュ・フローの状況

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２四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２四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。 

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測

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。 

  

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。 

  

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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

 ①税金費用の計算  

(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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 27,839 31,056

受取手形及び売掛金 27,044 21,763

有価証券 47 43

商品及び製品 3,078 3,726

仕掛品 4,218 2,122

原材料及び貯蔵品 1,832 2,080

その他 1,522 1,569

貸倒引当金 △22 △26

流動資産合計 65,559 62,335

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,897 23,158

機械装置及び運搬具（純額） 20,777 22,117

土地 10,498 10,561

建設仮勘定 903 424

その他（純額） 887 918

有形固定資産合計 55,965 57,180

無形固定資産   

のれん 719 707

その他 630 641

無形固定資産合計 1,350 1,348

投資その他の資産   

投資有価証券 3,532 5,035

その他 2,975 3,147

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 6,470 8,146

固定資産合計 63,786 66,675

繰延資産   

社債発行費 29 34

繰延資産合計 29 34

資産合計 129,376 129,044
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,926 10,050

短期借入金 9,494 9,232

未払法人税等 388 109

賞与引当金 1,292 717

役員賞与引当金 40 －

受注損失引当金 225 154

事業構造再編費用引当金 2,836 2,836

その他 6,551 6,475

流動負債合計 34,755 29,576

固定負債   

社債 5,500 5,500

長期借入金 21,613 23,669

退職給付引当金 688 721

役員退職慰労引当金 153 226

その他 298 365

固定負債合計 28,253 30,483

負債合計 63,009 60,059

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,306 22,306

資本剰余金 22,063 22,063

利益剰余金 22,620 27,171

自己株式 △3,501 △3,501

株主資本合計 63,489 68,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 317 26

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △625 △2,068

評価・換算差額等合計 △308 △2,041

少数株主持分 3,186 2,987

純資産合計 66,367 68,985

負債純資産合計 129,376 129,044
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 62,973 41,207

売上原価 56,438 38,348

売上総利益 6,534 2,858

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 1,468 1,327

役員退職慰労引当金繰入額 23 12

賞与引当金繰入額 215 176

退職給付引当金繰入額 55 39

役員賞与引当金繰入額 12 40

貸倒引当金繰入額 － 4

その他 3,673 2,797

販売費及び一般管理費合計 5,448 4,397

営業利益又は営業損失（△） 1,086 △1,538

営業外収益   

受取利息 61 25

受取配当金 58 47

有価証券売却益 18 0

持分法による投資利益 51 －

その他 530 487

営業外収益合計 721 560

営業外費用   

支払利息 477 479

持分法による投資損失 － 301

為替差損 － 308

その他 181 166

営業外費用合計 659 1,256

経常利益又は経常損失（△） 1,147 △2,234
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 5 12

投資有価証券売却益 5 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 76

その他 6 0

特別利益合計 17 88

特別損失   

固定資産売却損 67 0

固定資産除却損 100 4

減損損失 － 25

投資有価証券評価損 159 －

事業撤退損 － 109

特別損失合計 327 140

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（△）

837 △2,285

法人税、住民税及び事業税 330 361

法人税等調整額 △1 △11

法人税等合計 328 349

少数株主利益 53 37

四半期純利益又は四半期純損失（△） 456 △2,672
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

837 △2,285

減価償却費 4,529 3,754

受取利息及び受取配当金 △120 △72

支払利息 477 479

為替差損益（△は益） △322 126

持分法による投資損益（△は益） △51 301

有形固定資産売却損益（△は益） 61 －

固定資産売却損益（△は益） － △12

有形固定資産除却損 79 －

固定資産除却損 － 3

投資有価証券評価損益（△は益） 159 －

減損損失 － 25

売上債権の増減額（△は増加） 2,288 △4,829

たな卸資産の増減額（△は増加） 328 △1,014

仕入債務の増減額（△は減少） △2,893 3,366

賞与引当金の増減額（△は減少） 281 575

その他 849 155

小計 6,504 574

利息及び配当金の受取額 117 73

利息の支払額 △419 △506

法人税等の支払額 △275 19

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,926 161
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 62 3

有形固定資産の取得による支出 △5,627 △1,811

有形固定資産の売却による収入 34 98

無形固定資産の取得による支出 △42 △2

投資有価証券の取得による支出 △9 △4

関係会社株式の売却による収入 － 257

その他 △101 185

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,684 △1,273

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 4,949 899

短期借入金の返済による支出 △314 △1,418

長期借入れによる収入 － 1,068

長期借入金の返済による支出 △3,316 △3,561

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △237 △122

債権売却の増減額（△は減少） 425 755

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △306 △88

少数株主への配当金の支払額 △167 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,031 △2,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △132 362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,141 △3,217

現金及び現金同等物の期首残高 16,255 31,038

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,397 27,821
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接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 中国……………中国、香港 

② 東南アジア……シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ 

③ 欧米……………ベルギー、アメリカ 

  

(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】

 当社グループはプリント配線板の製造、販売を主たる事業としている専業メーカーであり、当第２

四半期連結累計期間及び前第２四半期連結累計期間につきましては、全セグメントの売上高の合計、

営業損益の合計額に占める「プリント配線板事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

日本 
(百万円)

中国
(百万円)

東南アジア
(百万円)

欧米
(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

43,619 12,268 5,363 1,721 62,973 ― 62,973

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,222 5,831 845 ― 7,899 (7,899) ―

計 44,842 18,100 6,209 1,721 70,873 (7,899) 62,973

営業利益又は営業損失(△) 2,157 805 △1,896 251 1,318 (232) 1,086

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

日本 
(百万円)

中国
(百万円)

東南アジア
(百万円)

欧米
(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

30,933 6,838 2,663 772 41,207 ― 41,207

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

744 2,811 1,233 ― 4,789 (4,789) ―

計 31,678 9,649 3,896 772 45,996 (4,789) 41,207

営業利益又は営業損失(△) 26 123 △1,428 △20 △1,299 (239) △1,538
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(注) １ 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。 

２ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

３ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

① 中国……………中国、香港 

② 東南アジア……シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ 

③ ヨーロッパ……ハンガリー、チェコ、スペイン 

④ その他の地域…アメリカ 

  

該当事項はありません。 

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

中国 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,952 6,125 1,785 2,146 22,009

Ⅱ 連結売上高(百万円) 62,973

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

19.0 9.7 2.9 3.4 35.0

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

中国 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,411 3,729 995 740 13,877

Ⅱ 連結売上高(百万円) 41,207

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

20.4 9.1 2.4 1.8 33.7

(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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