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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 2,652 △70.1 △348 ― △317 ― △393 ―
21年3月期第3四半期 8,879 ― 2,163 ― 2,165 ― 1,287 ―

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3四半期 △7,609.08 ―
21年3月期第3四半期 24,924.74 ―

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3四半期 8,058 7,528 93.4 145,693.98
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3四半期  7,528百万円 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 51,673株 21年3月期第3四半期 51,673株
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      当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内民間需要の自律的回復力はなお弱いもの

  の、国内外で実施された景気対策の効果などから、製造業を中心に景気の持ち直しの兆しが出てき

  ておりますが、依然として企業収益の低迷や設備の過剰感から、景気の先行きは不透明な状況が続

  いております。 

  一方、当社グループの主要顧客が属するデジタル家電業界においても、企業業績の下げ止まり感

 はあるものの、設備投資については低迷した状況が続いてまいりました。 

   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生産性化・ローコスト化・高付

  加価値化への寄与を基本戦略とし、また、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、新技術・差別化技術の開発及び新事業展開

  の推進を積極的に注力してまいりました。 

   しかしながら、企業収益がなお低水準に推移するなか、主要顧客の設備投資抑制による影響が大

  きく、当第３四半期連結累計期間の売上高は、2,652百万円(前年同期比6,226百万円減少)となりま

  した。 

   利益面におきましては、売上高の減少により、営業損失は348百万円（前年同期は営業利益2,163

  百万円）、経常損失は317百万円（前年同期は経常利益2,165百万円）、四半期純損失は393百万円 

 （前年同期は四半期純利益1,287百万円）となりました。 

  

   当社グループの当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて2,078百万円減少 

し、8,058百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少273百万円、棚卸資産の減少 

1,173百万円、受取手形及び売掛金の減少575百万円であります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,505百万円減少し530百万円となりました。そ 

の主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少948百万円、未払法人税等の減少246百万円、未払消費税 

等の減少162百万円であります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べて573百万円減少の7,528百万円となりました。その結果、自己 

資本比率は前年度末の79.9％から93.4％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 
 当第３四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2,273百万円減少

 し、2,951百万円となりました。  
（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312百万円に対し、売上債

    権の減少575百万円、たな卸資産の減少1,173百万円、仕入債務の減少948百万円、法人税等の支

    払253百万円等により、88百万円の支出（前年同期は5,783百万円の獲得）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、定期預金の預入による支出2,000百万円等により 

  2,000百万円の支出（前年同期は52百万円の支出）となりました。 

（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、183百 

  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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 該当事項はありません。 

  

  

 1.一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第３四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 

   当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間

  末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

   また、棚卸資産の簿価切下げに関して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.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   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。   

  

  

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,951,892 5,225,178

受取手形及び売掛金 315,293 890,639

仕掛品 459,777 1,639,093

原材料 19,780 13,717

繰延税金資産 34,167 102,465

その他 97,746 9,360

貸倒引当金 △2,356 △7,067

流動資産合計 5,876,301 7,873,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,047,693 1,089,257

土地 1,013,925 1,013,925

その他（純額） 67,146 99,948

有形固定資産合計 2,128,765 2,203,131

無形固定資産 10,964 14,145

投資その他の資産 42,874 47,090

固定資産合計 2,182,604 2,264,366

資産合計 8,058,905 10,137,752
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 266,985 1,215,028

未払法人税等 3,110 250,099

未払消費税等 719 163,334

前受金 － 3,465

賞与引当金 41,374 59,019

役員賞与引当金 － 20,000

製品保証引当金 40,044 114,766

その他 77,532 93,123

流動負債合計 429,767 1,918,836

固定負債   

役員退職慰労引当金 94,000 108,295

その他 6,693 8,915

固定負債合計 100,693 117,211

負債合計 530,460 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 4,249,649 4,823,688

株主資本合計 7,531,989 8,106,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,544 △4,324

評価・換算差額等合計 △3,544 △4,324

純資産合計 7,528,445 8,101,705

負債純資産合計 8,058,905 10,137,752
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,879,352 2,652,503

売上原価 6,240,283 2,567,743

売上総利益 2,639,069 84,759

販売費及び一般管理費 475,557 433,066

営業利益又は営業損失（△） 2,163,511 △348,307

営業外収益   

受取利息 42 1,892

助成金収入 4,511 29,960

その他 2,615 3,953

営業外収益合計 7,169 35,806

営業外費用   

支払利息 556 －

コミットメントフィー 4,428 4,520

その他 － 133

営業外費用合計 4,985 4,653

経常利益又は経常損失（△） 2,165,695 △317,154

特別利益   

貸倒引当金戻入額 26,075 4,710

特別利益合計 26,075 4,710

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（△）

2,191,771 △312,444

法人税、住民税及び事業税 776,032 3,396

過年度法人税等 － 9,006

法人税等調整額 127,803 68,337

法人税等合計 903,835 80,739

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,287,936 △393,184
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,191,771 △312,444

減価償却費 69,675 83,970

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,075 △4,710

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,189 △17,645

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） △14,108 △74,722

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △70,985 △14,295

受取利息及び受取配当金 △256 △2,136

支払利息 556 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,232,261 575,345

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,809,031 1,173,252

仕入債務の増減額（△は減少） △1,377,468 △948,042

前受金の増減額（△は減少） △87,450 △3,465

その他 186,915 △273,039

小計 6,879,378 162,067

利息及び配当金の受取額 256 2,136

利息の支払額 △718 －

法人税等の支払額 △1,095,804 △253,056

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,783,110 △88,852

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 － △2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △49,106 △5,857

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 △1,096 △1,124

貸付金の回収による収入 637 －

その他 △1,602 6,081

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,565 △2,000,901

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 △1,079 △2,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △881,934 △183,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,848,610 △2,273,285

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 5,381,250 2,951,892
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 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

   

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。  

   

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

      (注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

         ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

           アジア・・・中国、シンガポール  その他・・・欧州 

                 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。 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

 Ⅰ 海外売上高(千円) 140,834  156,421  297,255 

 Ⅱ 連結売上高(千円) ─  ─  2,652,503 

 Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合(％) 
5.3  5.9  11.2 

（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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