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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 14,992 △29.2 △803 ― △768 ― △881 ―

21年3月期第2四半期 21,177 ― 174 ― △66 ― △33 ―

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 △17.87 ―

21年3月期第2四半期 △0.64 ―

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 41,632 12,692 22.1 188.31
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2四半期  9,209百万円 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

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 ― ― ― 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 31,000 △17.8 △750 ― △850 ― △1,100 ― △22.49
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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2四半期 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2四半期  3,373,194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2四半期 49,337,822株 21年3月期第2四半期 51,436,710株

－2－



当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国経済は、新興国向け輸

出需要の回復や政策効果により一部に持ち直しの動きが見られるものの、設備投資や雇用の過剰感は解消されず、個

人消費も低水準で推移するなど、依然として厳しい状況が続きました。 

このような環境のもと、当第２四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、個人消費の低迷や企業間競争に伴う販売価格の下落、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 百万円の営業損失）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、硝子長繊維原料や耐火物は、ようやく需要の回復の兆しが見えてまいりました。混

和材は、下水道補修材が堅調を維持し、販売量が増加しました。農薬原料は、需要が低迷しております。 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）  

企業間競争に伴う販売価格の下落等により、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を受け車載関連機器を中心に年初から受

注が激減しておりましたが、各種の政策により４月以降回復してきております。特にＡＶ（テレビ）の生産が増

加しましたが、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２四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、土地の増加 百万円、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、たな

卸資産の減少 百万円、未収入金の減少 百万円及び繰延税金資産の減少 百万円及びであります。  

 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

買掛金の増加 百万円、短期借入金の減少 百万円及び負ののれんの減少 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２四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。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ 百万円減少し、 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２四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、税金等調整前四半期純損失 百万円、減価償却費 百万円、たな卸資産の減少額 百万円、仕入債務の

増加額 百万円及び法人税等の還付額 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２四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、定期預金の純増加額 百万円及び固定資産の取得 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２四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、長短借入金の純減少額 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

29.2 14,992

803 174 768 66

881 33

31.8 11,961 908 6

14.3 3,030 41.9 101

28.6 12,377 430

63

28.7 2,474 388 75

２．連結財政状態に関する定性的情報

41,632 1,630

1,145 1,015 155

503 581 116

28,940 591

464 922 162

12,692 1,038

149 881 1,031

515 12,561

1,760 21

671 983 575

370 567

1,136 3,589

500 1,691

1,174 165

970
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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9月3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 12,111 13,126

受取手形及び売掛金 7,858 8,014

有価証券 500 500

商品及び製品 931 1,156

仕掛品 1,125 862

原材料及び貯蔵品 1,968 2,510

その他 580 1,138

貸倒引当金 △25 △13

流動資産合計 25,050 27,295

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,186 5,040

その他（純額） 8,560 8,854

有形固定資産合計 ※1  14,747 ※1  13,895

無形固定資産 181 190

投資その他の資産   

その他 1,879 2,116

貸倒引当金 △226 △233

投資その他の資産合計 1,653 1,882

固定資産合計 16,582 15,968

資産合計 41,632 43,263

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,568 3,103

短期借入金 8,060 8,983

1年内返済予定の長期借入金 3,156 3,100

未払法人税等 69 101

賞与引当金 289 301

その他 2,017 2,302

流動負債合計 17,160 17,892

固定負債   

社債 1,200 850

長期借入金 5,689 5,591

退職給付引当金 1,495 1,501

役員退職慰労引当金 1,304 1,355

負ののれん ※3  888 ※3  1,050

その他 1,201 1,290

固定負債合計 11,779 11,639

負債合計 28,940 29,531
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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) 

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 2,230 3,261

自己株式 △656 △530

株主資本合計 10,091 11,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 △19

繰延ヘッジ損益 6 6

為替換算調整勘定 △900 △1,018

評価・換算差額等合計 △882 △1,031

少数株主持分 3,483 3,514

純資産合計 12,692 13,731

負債純資産合計 41,632 43,263
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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 21,177 14,992

売上原価 17,994 13,426

売上総利益 3,182 1,565

販売費及び一般管理費 ※1  3,008 ※1  2,369

営業利益又は営業損失（△） 174 △803

営業外収益   

受取利息 14 7

受取配当金 1 1

負ののれん償却額 114 169

その他 70 103

営業外収益合計 200 281

営業外費用   

支払利息 149 176

持分法による投資損失 189 －

その他 101 70

営業外費用合計 441 246

経常損失（△） △66 △768

特別利益   

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 512 －

賞与引当金戻入額 － 155

その他 22 40

特別利益合計 537 197

特別損失   

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 － 45

減損損失 － 18

投資有価証券評価損 106 24

その他 73 12

特別損失合計 191 100

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（△）

279 △671

法人税、住民税及び事業税 147 54

法人税等調整額 44 117

法人税等合計 191 171

少数株主利益 120 38

四半期純損失（△） △33 △881
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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（△）

279 △671

減価償却費 1,303 983

負ののれん償却額 △114 △169

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28 △8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △119 △50

賞与引当金の増減額（△は減少） 72 △12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 4

受取利息及び受取配当金 △16 △8

支払利息 149 176

固定資産除却損 － 45

投資有価証券評価損益（△は益） 106 24

投資有価証券売却損益（△は益） △512 －

持分法による投資損益（△は益） 189 －

固定資産売却損益（△は益） 9 △0

売上債権の増減額（△は増加） 254 191

たな卸資産の増減額（△は増加） △789 575

仕入債務の増減額（△は減少） 284 370

その他 108 3

小計 1,255 1,453

利息及び配当金の受取額 20 8

利息の支払額 △145 △189

法人税等の還付額 － 567

法人税等の支払額 △1,150 △78

営業活動によるキャッシュ・フロー △21 1,760

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） 1,000 500

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 △1,627 △1,691

固定資産の売却による収入 7 0

投資有価証券の取得による支出 △4 △3

関係会社株式の売却による収入 3,980 1

子会社株式の取得による支出 △185 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△92 －

その他 11 55

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,589 △1,136
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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) 

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） 132 △700

長期借入れによる収入 1,534 1,700

長期借入金の返済による支出 △1,667 △1,970

社債の発行による収入 492 491

社債の償還による支出 △50 △120

リース債務の返済による支出 △202 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △226

自己株式の取得による支出 △45 △139

配当金の支払額 △257 △149

少数株主への配当金の支払額 △101 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー △165 △1,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △204 35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,198 △515

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  11,039 ※1  12,561
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （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  17,546  3,536  94  21,177  －  21,177

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  0  0  (△0)  －

計  17,546  3,536  94  21,177  (△0)  21,177

営業利益又は営業損失（△）  △6  174  1  170  4  174

  

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  11,961  3,030  －  14,992  －  14,992

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  11,961  3,030  －  14,992  －  14,992

営業利益又は営業損失（△）  △908  101  △0  △806  3  △803

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） 

 （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）  

 （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、シンガポール 

（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。 

  

  

 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）
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  17,344  3,469  363  21,177  －  21,177

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 613  369  1  983  (△983)  －

計  17,957  3,838  364  22,160  (△983)  21,177

営業利益  63  75  16  155  19  174

  
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  12,377  2,474  140  14,992  －  14,992

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 61  233  －  295  (△295)  －

計  12,438  2,708  140  15,287  (△295)  14,992

営業利益又は営業損失（△）  △430  △388  △2  △822  18  △803

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,617  383  4,001

Ⅱ 連結売上高（百万円）              21,177

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.1  1.8  18.9

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,747  153  2,901

Ⅱ 連結売上高（百万円）              14,992

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.3  1.0  19.4

（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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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．その他の情報

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 
（平成21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。 

21,244 ※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。 493  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 37百万円 

負ののれん 926百万円 

※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） 

※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 923百万円 

賞与引当金繰入額 121百万円 

貸倒引当金繰入額 20百万円 

退職給付費用 34百万円 

給与手当 741百万円 

賞与引当金繰入額 63百万円 

退職給付費用 36百万円 

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） 

※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９月30日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定 10,599

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 11,039

※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９月30日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定 12,111

有価証券勘定 500

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50

現金及び現金同等物 12,561
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