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1.  平成22年4月期第2四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成21年10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2四半期 1,908 △6.8 322 42.0 341 43.3 196 58.2
21年4月期第2四半期 2,047 ― 226 ― 238 ― 123 ―

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2四半期 1,834.49 ―

21年4月期第2四半期 1,152.27 ―

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2四半期 7,284 6,575 90.3 61,579.87
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2四半期  6,575百万円 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

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4月期 ― 700.00 ― 300.00 1,000.00

22年4月期 ― 300.00

22年4月期 
（予想）

― 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 3,720 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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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2四半期 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2四半期  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2四半期 106,903株 21年4月期第2四半期 107,557株



 当第２四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による景気低迷が続くなか、金融・経済対策

の実施により、自動車・家電など一部の生産活動においては緩やかな回復基調となりました。しかしながら企業の

収益環境は依然厳しい状態にあり、設備投資の回復や雇用調整の緩和には至らず、先行きに対する不安感は依然と

して続いております。  

 プリント配線板業界におきましては、パソコン・携帯電話など個人向けＩＴ関連用途の市場が復調傾向となるな

ど、一部で生産活動が回復してまいりました。 

 このような情勢のもと、当社グループは、収益構造の改善・効率的な生産体制の構築に対して継続的に注力する

とともに、新技術・新工法開発への取組みを推進いたしました。 

 この結果、当第２四半期の売上高は1,908,282千円（前年同期比6.8％減）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322,105千円（前年同期比42.0％増）、経常利

益は341,483千円（前年同期比43.3％増）、四半期純利益は196,114千円（前年同期比58.2％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、パソコン市場や新興国を中心とした携帯電話市場の復調に伴い、半導体パッケージ

基板のフラットプラグ加工や有底ビア充填加工が堅調に推移しました。しかしながら、企業の設備投資抑制の影響

を受け、基地局など産業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1,175,717千円（前年同期比2.5％減）、営業利益は338,998千円

（前年同期比2.3％増）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など、基板保護関連の受注が回復基調となりまし

た。また、その他設備機器の販売につきましても、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732,564千円（前年同期比13.1％減）、営業利益は206,060千円（前年

同期比36.2％増）となりました。  

  

資産、負債および純資産の状況  

 当第２四半期末の総資産は7,284,577千円（前期末比422,720千円増）となりました。この内、流動資産は 

4,461,655千円（前期末比567,415千円増）となりました。これは主に現金及び預金が374,771千円、受取手形及び 

売掛金が336,741千円増加したことによるものです。固定資産は2,822,921千円（前期末比144,694千円減）と 

なりました。これは主に有形固定資産が131,261千円減少したことによるものです。 

 負債は709,509千円（前期末比278,254千円増）となりました。この内、流動負債は581,858千円（前期末比 

278,254千円増）となりました。これは主に未払法人税等が169,586千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6,575,067千円（前期末比144,466千円増）となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は、90.3％（前期末比3.4ポイント減）となりました。 

キャッシュ・フローの状況  

 当第２四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2,976,517千円（前期末比680,382千円増）となり

ました。 

 営業活動によって得られた資金は480,702千円（前年同期比92,205千円増）となりました。主な要因は、税金等調 

整前四半期純利益が324,931千円、減価償却費147,841千円、法人税等の還付額117,271千円による増加、および売上 

債権の増加額346,133千円による減少であります。 

 投資活動によって得られた資金は253,812千円（前年同期は402,978千円の支出）となりました。主な要因は、 

定期預金の払戻による収入300,000千円による増加、および有形固定資産の取得による支出72,077千円による減少で 

あります。 

 財務活動に使用された資金は45,782千円（前年同期比49,423千円減）となりました。この要因は、配当金の支払額

32,193千円、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９月３日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 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２四半期連結会計期間末
(平成21年10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 3,028,313 2,653,541

受取手形及び売掛金 1,138,333 801,592

有価証券 141,884 142,593

商品及び製品 1,330 4,670

仕掛品 3,496 10,436

原材料及び貯蔵品 46,818 60,994

繰延税金資産 48,828 14,563

未収還付法人税等 － 110,590

その他 55,023 95,257

貸倒引当金 △2,372 －

流動資産合計 4,461,655 3,894,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,642,180 2,658,367

減価償却累計額 △1,315,433 △1,266,852

建物及び構築物（純額） 1,326,747 1,391,515

機械装置及び運搬具 1,997,430 2,020,457

減価償却累計額 △1,577,371 △1,537,502

機械装置及び運搬具（純額） 420,058 482,954

工具、器具及び備品 208,147 195,586

減価償却累計額 △157,427 △142,138

工具、器具及び備品（純額） 50,720 53,447

土地 446,496 447,367

有形固定資産合計 2,244,023 2,375,284

無形固定資産   

その他 98,261 109,041

無形固定資産合計 98,261 109,041

投資その他の資産   

投資有価証券 372,766 358,693

繰延税金資産 27,205 31,423

その他 85,512 95,437

貸倒引当金 △4,849 △2,265

投資その他の資産合計 480,635 483,289

固定資産合計 2,822,921 2,967,616

資産合計 7,284,577 6,861,856



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年10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 88,043 87,420

未払法人税等 171,967 2,380

賞与引当金 74,194 44,946

その他 247,653 168,856

流動負債合計 581,858 303,604

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 709,509 431,254

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 3,478,841 3,314,782

自己株式 △186,658 △173,069

株主資本合計 6,540,383 6,389,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,072 10,466

繰延ヘッジ損益 △4 －

為替換算調整勘定 16,617 30,222

評価・換算差額等合計 34,684 40,689

純資産合計 6,575,067 6,430,601

負債純資産合計 7,284,577 6,861,856



（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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 2,047,891 1,908,282

売上原価 1,208,862 1,019,090

売上総利益 839,028 889,191

販売費及び一般管理費 612,162 567,085

営業利益 226,865 322,105

営業外収益   

受取利息 1,676 2,797

有価証券利息 － 9,064

受取配当金 417 396

受取賃貸料 7,397 20,957

その他 6,949 8,200

営業外収益合計 16,440 41,416

営業外費用   

支払利息 920 －

為替差損 4,026 16,333

貸与資産減価償却費 － 5,705

その他 36 －

営業外費用合計 4,983 22,038

経常利益 238,322 341,483

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産除却損 114 29

固定資産売却損 － 6,424

減損損失 26,076 －

会員権売却損 － 7,514

その他 75 2,584

特別損失合計 26,266 16,552

税金等調整前四半期純利益 212,056 324,931

法人税、住民税及び事業税 92,779 164,058

法人税等調整額 △4,658 △35,242

法人税等合計 88,120 128,816

四半期純利益 123,935 196,114



（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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10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 212,056 324,931

減価償却費 156,886 147,841

減損損失 26,076 －

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 114 29

有形固定資産売却損益（△は益） － 6,424

受取利息及び受取配当金 △2,093 △12,258

支払利息 920 －

売上債権の増減額（△は増加） 194,500 △346,133

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,596 23,897

仕入債務の増減額（△は減少） △135,511 2,495

前渡金の増減額（△は増加） △42,230 33,803

長期未払金の増減額（△は減少） 94,211 －

その他 8,482 176,164

小計 439,511 357,196

利息及び配当金の受取額 2,093 10,715

利息の支払額 △921 －

法人税等の還付額 － 117,271

法人税等の支払額 △52,185 △4,480

営業活動によるキャッシュ・フロー 388,497 480,702

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 △400,197 －

定期預金の払戻による収入 100,318 300,000

有形固定資産の取得による支出 △51,262 △72,077

有形固定資産の売却による収入 － 2,145

投資有価証券の取得による支出 △3,016 △1,270

無形固定資産の取得による支出 △30,788 △868

貸付けによる支出 △12,428 －

その他 △5,604 25,882

投資活動によるキャッシュ・フロー △402,978 253,812

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △20,919 △13,588

配当金の支払額 △74,286 △32,193

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,206 △45,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 225 △8,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △109,462 680,382

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 2,502,903 2,976,517



 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５月１日 至 平成20年10月31日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年10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２四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成20年10月31日）および当第２四半期連結累計期間（自

平成21年５月１日 至平成21年10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２四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成20年10月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年５月１日 至平成21年10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  1,205,318  842,573  2,047,891  －  2,047,891

（2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  35,450  35,450  (35,450)  －

   計  1,205,318  878,023  2,083,341  (35,450)  2,047,891

  営業利益  331,475  151,269  482,745  (255,879)  226,865

  
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  1,175,717  732,564  1,908,282  －  1,908,282

（2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  385  385  (385)  －

   計  1,175,717  732,949  1,908,667  (385)  1,908,282

  営業利益  338,998  206,060  545,058  (222,953)  322,105

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  東アジア 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  270,171  4,757  274,928

Ⅱ 連結売上高（千円）      －   －  2,047,891

Ⅲ 連結売上高に占める    

海外売上高の割合（％） 
 13.2  0.2  13.4

（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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