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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 2,140 △27.3 △304 ― △301 ― △221 ―
21年5月期第2四半期 2,943 ― △237 ― △249 ― △182 ―

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5月期第2四半期 △49.47 ―
21年5月期第2四半期 △40.84 ―

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5月期第2四半期 6,371 1,022 15.7 223.53
21年5月期 7,393 1,243 16.5 272.96

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  1,000百万円 21年5月期  1,222百万円

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5月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年5月期 0.00 0.00
22年5月期 

（予想） 0.00 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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  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

通期 4,393 △11.8 △276 ― △294 ― △210 ― △47.02



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．その他をご覧下さい。 

(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 平成22年5月の連結業績予想につきましては、平成21年7月27日に公表いたしました業績予想数値を変更しております。詳細につきましては、本日（平
成22年1月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２ 上記に記載した予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり不確定要素等を含んでいるため、実際の業績は今後
のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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5月期第2四半期 4,477,000株 21年5月期  4,477,000株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  57株 21年5月期  57株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 4,476,943株 21年5月期第2四半期 4,476,943株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府指導による緊急経済対策の効果などもあり、一部には景

気回復の兆しも出て来ておりますが、企業業績全般におきましては、雇用情勢の悪化を背景に個人消費が低調に推

移し、株式市場の低迷から景気の二番底に陥るリスクが高まるなど、先行き不透明な状況が実体経済に深刻な影響

を与えております。 

 電子回路基板業界におきましては、エコカー減税やエコポイント等によりカーエレクトロニクス産業やデジタル

家電業界の一部に景気回復効果が見えはじめておりますが、依然として厳しい経営環境が続いており、需要回復ま

でには至っておりません。 

 このような状況の中、当社グループといたしましては、グローバルな販売体制の再構築と経営基盤の強化に取り

組んでまいりました。当社グループは開発設計段階から基板の量産、実装までのプロセスをカバーしております

が、中国(昆山市)に本社があるWUS Printed Circuit Co.,LTDとの業務提携により超量産品の提供が可能となり、更

なるお客様への利便性の向上を実現しております。また、経営基盤の強化を目的といたしましてグループ関連子会

社の菱光電子工業株式会社の電子回路基板事業を閉鎖し当社に移管・集約する等、経営合理化に取り組み、最近の

業績状況は上向きに推移しております。 

 しかしながら平成20年秋以降の長引く景気低迷の影響をうけまして、当第２四半期連結累計期間における売上高

は21億40百万円となりました。前年同期比では、８億３百万円（27.3％）の減収となりました。 

 営業利益におきましては３億４百万円の営業損失（前第２四半期連結累計期間は２億37百万円の営業損失）、経

常利益は３億１百万円の経常損失（前第２四半期連結累計期間は２億49百万円の経常損失）となりました。 

  

  

 (１) 資産、負債、純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ10億21百万円減少いたました。主な増

減としては、第１四半期連結会計期間における関連子会社の事業移管に伴う有形固定資産９億45百万円の減少であ

ります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ８億１百万円減少しており、主な増減は、第１四半期連結会計期間における関

連子会社の事業移管に伴う短期借入金７億６百万円の減少であります。 

 純資産は、利益剰余金が２億21百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ２億20百万円減少し、10億

22百万円となりました。  

  

 (２) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は２億58

百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億６百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は１億85百万円の資金支出（前年同

期は44百万円の資金増加）となりました。主な増減要因は固定資産売却益、棚卸資産の減少、減価償却費、税金

等調整前四半期純損失等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、10億７百万円の資金増加（前年同期は

30百万円の資金支出）となりました。 

これは主に第１四半期連結累計期間における有形固定資産の売却による収入であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、７億14百万円の資金支出（前年同期は

１億43百万円の資金支出）となりました。 

これは主に第１四半期連結累計期間における短期借入金の返済によるものであります。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成21年７月27日に公表しました通期の連結業績予想を修正いたし

ました。なお、当該予想数値の修正に関する項目は、本日（平成22年１月13日）公表の「平成22年5月期第２四半期

累計期間（連結・個別）及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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



  

  

該当事項はありません。  

  

簡便な会計処理について 

・減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定しております。  

・法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。  

  

該当事項はありません。  

  

当社グループは、平成20年後半からの急速な景気後退の影響により売上高が減少し、前連結会計年度において

は、742,163千円の営業損失、1,184,718千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローは450,607千円の

マイナスとなりました。特に平成21年１月の急激な売上高の落ち込みにより、従前どおりの条件での借入金の約

定弁済が困難となることが予想される状況になったことを踏まえ、当面の資金繰りの安定化を図る目的で取引金

融機関に対し返済スケジュールの緩和を要請するにいたりました。当第２四半期会計期間においても引き続き返

済条件は緩和されている状況であり、当第２四半期連結累計期間の営業損失は304,320千円、四半期純損失は

221,492千円、営業キャッシュ・フローは185,983千円のマイナスとなりました。 

上記の状況により当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

りますが、以下の諸施策を実施することにより当該状況を解消いたします。 

①収益基盤の確立 

当社グループとしては、顧客ニーズに合わせた新技術開発案件、さらに小中量の付加価値の高い開発製品を上

流である設計段階から獲得し量産に繋げていくことが売上高回復の軸となります。 

商品開発案件は復調傾向にあり、特にコンシューマ向けエレクトロニクスの需要は省エネ商品をはじめ、パー

ソナルエンターテイメント製品等で復調傾向にあります。他には電気自動車（EV）や公共用充電設備には欠かせ

ない大電流対応基板の開発を推し進めており、関連展示会への出展等による営業戦略にて最新商品の認知度を高

めていきます。また、継続的に将来増加していく新興市場向け超量産品種の基板需要に対応するためグローバル

なネットワークからの調達による当社ブランドの電子回路基板供給でさらに当社の知名度を上げていきます。 

国内市場向け商品では、「ECO、環境」に代表されるLED照明やコンバータ、高速充電機器などの低炭素社会へ

の貢献商品は引き続き継続傾注していきます。これらは国内生産と海外生産の利点を捉え適切な供給に順応し、

また部品調達と実装サービスを含めることで収益基盤を確立いたします。 

②経費の削減 

グループの生産拠点である当社本社工場・八王子四谷工場、㈱ダイヤテック、菱光電子工業㈱の４拠点の生産

工程内容の見直しはほぼ完了し、生産体制及び生産効率の改善をいたしました。平成21年６月で菱光電子工業㈱

の電子回路基板の生産は当社本社工場へ移管し、生産拠点の選択と集中、人員配置の見直し等により当第２四半

期末のグループ人員数は249名となり、前年同期比75名の人員削減（その他海外技能研修生59名の人員削減）を

実施いたしました。これら人件費の削減は、前年同期比で約220百万円の人件費コスト減少となり、通期で約400

百万円弱の減少額となる見込みであります。また、その他の諸経費においても会社資源の集中による固定費圧縮

効果を中心とした経費削減を行っており、人件費を含めた製造コストは当第２四半期連結累計期間前年同期比で

約680百万円の減少となりました。 

③資金面について 

各取引金融機関に対し借入金元本について一定期間の返済猶予を申し入れ、借換につきましては更新可能と判

断しております。よって当面の資金繰りについての懸念はないものと考えております。また、上記諸施策の達成

状況により引き続きご支援いただける旨のご回答をそれぞれいただいております。 

   

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、当該重要な不確実性の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。 

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

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 258,413 152,058

受取手形及び売掛金 1,041,195 1,016,054

商品及び製品 37,126 139,442

仕掛品 86,914 200,870

原材料及び貯蔵品 89,008 123,010

その他 109,165 36,761

貸倒引当金 △253 －

流動資産合計 1,621,570 1,668,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,398,779 2,506,551

機械装置及び運搬具（純額） 170,008 205,871

土地 2,008,955 2,801,140

その他（純額） 43,004 52,257

有形固定資産合計 4,620,746 5,565,820

無形固定資産   

借地権 59,800 59,800

その他 5,804 9,190

無形固定資産合計 65,604 68,990

投資その他の資産   

投資有価証券 53,792 81,367

その他 13,544 12,480

貸倒引当金 △3,278 △2,895

投資その他の資産合計 64,057 90,952

固定資産合計 4,750,409 5,725,763

資産合計 6,371,979 7,393,962



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 605,750 613,936

短期借入金 4,192,662 4,590,964

1年内返済予定の長期借入金 116,724 197,311

未払費用 183,143 197,698

未払法人税等 9,974 10,587

その他 82,390 104,422

流動負債合計 5,190,645 5,714,919

固定負債   

長期借入金 94,014 321,975

繰延税金負債 4,139 5,072

退職給付引当金 13,327 49,149

負ののれん 6,370 9,555

その他 41,120 50,213

固定負債合計 158,971 435,966

負債合計 5,349,616 6,150,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,066,470 1,066,470

資本剰余金 1,002,310 1,002,310

利益剰余金 △1,073,323 △851,830

自己株式 △21 △21

株主資本合計 995,435 1,216,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,309 5,082

評価・換算差額等合計 5,309 5,082

少数株主持分 21,617 21,065

純資産合計 1,022,362 1,243,076

負債純資産合計 6,371,979 7,393,962



（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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,943,832 2,140,161

売上原価 2,762,781 2,082,702

売上総利益 181,050 57,459

販売費及び一般管理費 418,975 361,780

営業損失（△） △237,924 △304,320

営業外収益   

受取利息 358 54

受取配当金 2,965 1,217

負ののれん償却額 3,185 3,185

物品売却益 17,322 7,020

受取賃貸料 10,540 9,567

助成金収入 － 35,140

雑収入 4,518 8,625

営業外収益合計 38,890 64,810

営業外費用   

支払利息 41,318 50,582

雑損失 9,382 11,310

営業外費用合計 50,701 61,893

経常損失（△） △249,734 △301,404

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 92,828 －

貸倒引当金戻入額 545 －

保険解約返戻金 631 －

固定資産売却益 － 146,757

投資有価証券売却益 － 14,435

特別利益合計 94,005 161,193

特別損失   

投資有価証券評価損 14,818 －

子会社整理損 － 75,194

特別損失合計 14,818 75,194

税金等調整前四半期純損失（△） △170,548 △215,405

法人税、住民税及び事業税 4,384 5,535

法人税等調整額 17,763 －

法人税等合計 22,147 5,535

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9,815 552

四半期純損失（△） △182,880 △221,492



（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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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損失（△） △170,548 △215,405

減価償却費 157,515 111,552

負ののれん償却額 △3,185 △3,185

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,169 636

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,889 △35,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △92,828 －

子会社整理損 － 52,478

投資有価証券評価損益（△は益） 14,818 －

固定資産売却損益（△は益） － △146,757

受取利息及び受取配当金 △3,324 △1,272

支払利息 41,318 50,582

売上債権の増減額（△は増加） 380,319 △25,140

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,710 197,796

仕入債務の増減額（△は減少） △162,274 △8,186

投資有価証券売却損益（△は益） － △14,435

未払費用の増減額（△は減少） △62,167 △12,354

その他 28,146 △77,796

小計 138,442 △127,308

利息及び配当金の受取額 3,391 1,272

利息の支払額 △41,504 △54,247

法人税等の支払額 △55,371 △5,700

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,957 △185,983

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 △27,924 △23,997

有形固定資産の売却による収入 － 991,492

投資有価証券の取得による支出 △782 △755

投資有価証券の売却による収入 － 42,060

その他 △1,631 △1,747

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,338 1,007,053

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） △51,840 △706,850

リース債務の返済による支出 △1,191 △7,864

長期借入れによる収入 350,000 －

長期借入金の返済による支出 △440,514 －

配当金の支払額 △58 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,604 △714,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △128,985 106,355

現金及び現金同等物の期首残高 754,019 152,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 625,034 258,413



当社グループは、平成20年後半からの急速な景気後退の影響により売上高が減少し、前連結会計年度において

は、742,163千円の営業損失、1,184,718千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローは450,607千円の

マイナスとなりました。特に平成21年１月の急激な売上高の落ち込みにより、従前どおりの条件での借入金の約

定弁済が困難となることが予想される状況になったことを踏まえ、当面の資金繰りの安定化を図る目的で取引金

融機関に対し返済スケジュールの緩和を要請するにいたりました。当第２四半期会計期間においても引き続き返

済条件は緩和されている状況であり、当第２四半期連結累計期間の営業損失は304,320千円、四半期純損失は

221,492千円、営業キャッシュ・フローは185,983千円のマイナスとなりました。 

上記の状況により当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

りますが、以下の諸施策を実施することにより当該状況を解消いたします。 

１．収益基盤の確立 

当社グループとしては、顧客ニーズに合わせた新技術開発案件、さらに小中量の付加価値の高い開発製品を上

流である設計段階から獲得し量産に繋げていくことが売上高回復の軸となります。 

商品開発案件は復調傾向にあり、特にコンシューマ向けエレクトロニクスの需要は省エネ商品をはじめ、パー

ソナルエンターテイメント製品等で復調傾向にあります。他には電気自動車（EV）や公共用充電設備には欠かせ

ない大電流対応基板の開発を推し進めており、関連展示会への出展等による営業戦略にて最新商品の認知度を高

めていきます。また、継続的に将来増加していく新興市場向け超量産品種の基板需要に対応するためグローバル

なネットワークからの調達による当社ブランドの電子回路基板供給でさらに当社の知名度を上げていきます。 

国内市場向け商品では、「ECO、環境」に代表されるLED照明やコンバータ、高速充電機器などの低炭素社会へ

の貢献商品は引き続き継続傾注していきます。これらは国内生産と海外生産の利点を捉え適切な供給に順応し、

また部品調達と実装サービスを含めることで収益基盤を確立いたします。 

２．経費の削減 

グループの生産拠点である当社本社工場・八王子四谷工場、㈱ダイヤテック、菱光電子工業㈱の４拠点の生産

工程内容の見直しはほぼ完了し、生産体制及び生産効率の改善をいたしました。平成21年６月で菱光電子工業㈱

の電子回路基板の生産は当社本社工場へ移管し、生産拠点の選択と集中、人員配置の見直し等により当第２四半

期末のグループ人員数は249名となり、前年同期比75名の人員削減（その他海外技能研修生59名の人員削減）を

実施いたしました。これら人件費の削減は、前年同期比で約220百万円の人件費コスト減少となり、通期で約400

百万円弱の減少額となる見込みであります。また、その他の諸経費においても会社資源の集中による固定費圧縮

効果を中心とした経費削減を行っており、人件費を含めた製造コストは当第２四半期連結累計期間前年同期比で

約680百万円の減少となりました。 

３．資金面について 

各取引金融機関に対し借入金元本について一定期間の返済猶予を申し入れ、借換につきましては更新可能と判

断しております。よって当面の資金繰りについての懸念はないものと考えております。また、上記諸施策の達成

状況により引き続きご支援いただける旨のご回答をそれぞれいただいております。 

  

上記諸施策の実施により、早期に経済環境の変化に敏速に対応できる体制を整え、収益構造の改善・再構築を

行うことで継続企業の前提に関する疑義は解消できるものと判断しております。 

  

しかし、今後の経済動向によっては直ちに業績を回復することに不透明性があるため、現時点では継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、当該重要な不確実性の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

当社グループは、電子回路基板（プリント配線板）事業の売上高及び営業利益（損失）の金額が、全セグメン

トの売上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。  

（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〕



  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

〔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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