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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 2,439 △62.6 △199 ― △187 ― △231 ―
21年3月期第2四半期 6,528 ― 1,533 ― 1,536 ― 912 ―

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 △4,475.73 ―
21年3月期第2四半期 17,665.05 ―

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 8,360 7,691 92.0 148,849.35
21年3月期 10,137 8,101 79.9 156,787.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,691百万円 21年3月期  8,101百万円

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 ― ― ― 3,500.00 3,500.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 2,000.00 2,000.00

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 3,500 △63.4 △500 ― △500 ― △520 ― △10,063.28
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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、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 
・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、リスクや不確実な要素を含んでおります。実際の業績は、今後の
様々な要因によって予想数値と異なる可能性があることをご承知おきください。なお、上記予想に関する事項は、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。 

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 51,673株 21年3月期  51,673株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―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 51,673株 21年3月期第2四半期 51,673株
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  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国など海外経済の回復を背景に輸出や生 

産の持ち直しが見られるものの、引き続き製造業における設備の過剰感は解消されておらず、当社 

グループと関係の深いデジタル家電業界においても設備投資の延期、縮小が継続されるなど、極め 

て厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループはフラットパネルテレビの高画質化などの製品の高付加価値 

化と併せてローコスト化や、ＩＣカード、デジタルカメラ用撮像素子モジュールなどに対応したカ 

スタム化生産システムへの取組とともに、新たな需要に対応するための新技術、差別化技術の開発 

に積極的に注力してまいりました。 

 しかしながら、当社グループ顧客の設備投資の抑制による影響が大きく、当第２四半期連結累計 

期間の売上高は、2,439百万円（前年同期比4,089百万円減少）となりました。 

 利益面におきましては、売上高の減少とともに、原価率の悪化により、営業損失は199百万円（前

年同期は営業利益1,533百万円）、経常損失は187百万円（前年同期は経常利益1,536百万円）、四半

期純損失は231百万円（前年同期は四半期純利益912百万円）となりました。 

    

  

  当社グループの当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1,777百万円減少

し、8,360百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少1,569百万円、棚卸資産の減

少1,330百万円、受取手形及び売掛金の増加1,203百万円であります。負債につきましては、前連結

会計年度末に比べて1,367百万円減少し668百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買

掛金の減少818百万円、未払法人税等の減少244百万円であります。純資産は前連結会計年度末に比

べて410百万円減少の7,691百万円となりました。その結果、自己資本比率は前年度末の79.9％から

92.0％となりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
 当第２四半期末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて1,569百万円減少

し、3,655百万円となりました。 
（ア）営業活動によるキャッシュ・フロー 

    営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失187百万円に対し、売上債

    権の増加1,203百万円、たな卸資産の減少1,330百万円、仕入債務の減少818百万円、法人税等の

  支払241百万円等により、1,387百万円の支出（前年同期は2,946百万円の獲得）となりました。

（イ）投資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・フローは、記載すべき重要な変動はありませんでした。 

（ウ）財務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・フローは、配当金の支払による支出180百万円等により、182百 

  万円の支出（前年同期は881百万円の支出）となりました。  

   

  

  

  平成22年3月期通期の業績予想については、現時点では平成21年10月9日に行った業績予想の修正

に関するお知らせで公表いたしました業績予想と変更はありません。 

  

  

【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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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（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）  

   該当事項はありません。 

  

（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  

   1.一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    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。 

   2.棚卸資産の評価方法 
    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。 

   

  

（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  

   該当事項はありません。 

  

４．その他
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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：千円）

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 3,655,277 5,225,178

受取手形及び売掛金 2,094,172 890,639

仕掛品 301,765 1,639,093

原材料 20,255 13,717

繰延税金資産 61,492 102,465

その他 33,241 9,360

貸倒引当金 △16,495 △7,067

流動資産合計 6,149,708 7,873,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,062,837 1,089,257

土地 1,013,925 1,013,925

その他（純額） 77,951 99,948

有形固定資産合計 2,154,714 2,203,131

無形固定資産 12,024 14,145

投資その他の資産 43,594 47,090

固定資産合計 2,210,334 2,264,366

資産合計 8,360,042 10,137,752
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（単位：千円）

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 396,208 1,215,028

未払法人税等 5,976 250,099

未払消費税等 1,991 163,334

前受金 － 3,465

賞与引当金 56,107 59,019

役員賞与引当金 － 20,000

製品保証引当金 65,695 114,766

その他 44,465 93,123

流動負債合計 570,444 1,918,836

固定負債   

役員退職慰労引当金 90,520 108,295

その他 7,585 8,915

固定負債合計 98,105 117,211

負債合計 668,550 2,036,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,684,420 1,684,420

資本剰余金 1,597,920 1,597,920

利益剰余金 4,411,558 4,823,688

株主資本合計 7,693,899 8,106,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,406 △4,324

評価・換算差額等合計 △2,406 △4,324

純資産合計 7,691,492 8,101,705

負債純資産合計 8,360,042 10,137,752
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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：千円）

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 6,528,417 2,439,098

売上原価 4,672,754 2,325,247

売上総利益 1,855,662 113,850

販売費及び一般管理費 322,289 313,563

営業利益又は営業損失（△） 1,533,373 △199,713

営業外収益   

受取利息 41 1,892

助成金収入 4,511 10,096

その他 1,735 2,868

営業外収益合計 6,287 14,857

営業外費用   

支払利息 556 －

コミットメントフィー 2,916 3,008

その他 － 133

営業外費用合計 3,472 3,141

経常利益又は経常損失（△） 1,536,187 △187,997

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,584 －

特別利益合計 12,584 －

特別損失 － －

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（△）

1,548,772 △187,997

法人税、住民税及び事業税 557,623 2,264

法人税等調整額 78,342 41,012

法人税等合計 635,966 43,276

四半期純利益又は四半期純損失（△） 912,806 △231,274
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△）

1,548,772 △187,997

減価償却費 45,548 55,941

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,584 9,428

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,067 △2,912

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,300 △20,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14,230 △49,071

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,020 △17,775

受取利息及び受取配当金 △148 △2,010

支払利息 556 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,539,105 △1,203,533

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,473,297 1,330,789

仕入債務の増減額（△は減少） △1,948,766 △818,819

前受金の増減額（△は減少） △90,915 △3,465

その他 73,146 △238,495

小計 3,556,990 △1,147,920

利息及び配当金の受取額 148 2,010

利息の支払額 △718 －

法人税等の支払額 △609,708 △241,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,946,711 △1,387,797

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △14,524 △4,836

無形固定資産の取得による支出 △1,397 －

投資有価証券の取得による支出 △699 △707

貸付金の回収による収入 156 －

その他 △963 6,081

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,427 536

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） △700,000 －

配当金の支払額 △180,855 △180,855

その他 △430 △1,784

財務活動によるキャッシュ・フロー △881,286 △182,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,047,998 △1,569,901

現金及び現金同等物の期首残高 532,640 5,225,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,580,639 3,655,277
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（４）継続企業の前提に関する注記  

   該当事項はありません。 

    

（５）セグメント情報 

  〔事業の種類別セグメント情報〕  

   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） 

    当社グループは単一事業形態であるため、該当事項はありません。 

  

    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） 

    当社グループは単一事業形態であるため、該当事項はありません。 

    

  〔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） 

    本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ 

   りません。  

  

   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） 

    本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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） 

    海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しており 

   ます。 

  

   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） 

    海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しており 

   ます。   

    

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記  

   該当事項はありません。 
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