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1.  平成22年9月期第1四半期の業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第1四半期 1,183 51.0 △136 ― △137 ― △80 ―
21年9月期第1四半期 783 △53.9 △280 ― △295 ― △269 ―

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9月期第1四半期 △12.74 ―
21年9月期第1四半期 △42.51 ―

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9月期第1四半期 9,690 4,338 44.8 684.58
21年9月期 9,860 4,421 44.8 697.79

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  4,338百万円 21年9月期  4,421百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

3,147 120.9 △91 ― △123 ― △78 ― ―

通期 8,276 95.2 498 ― 388 ― 220 ― 34.73
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第1四半期 6,450,000株 21年9月期  6,450,000株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  113,153株 21年9月期  113,153株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第1四半期 6,336,847株 21年9月期第1四半期 6,336,888株

※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に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的だと判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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 当第１四半期におけるわが国経済は、不安定な雇用情勢やデフレ傾向など景気の不安要素があり、総じて厳しい

状況が続いております。一方、アジアを中心とした世界経済の回復を背景に、輸出や生産等一部では持ち直しが見

られる中で推移いたしました。 

 プリント配線板業界におきましては、ＩＴ関連製品、エレクトロニクス製品全般にわたり企業業績は依然厳しい

ものの、需要回復傾向にあり、取引先の工場稼働率も徐々に上昇してまいりました。 

 当社の主力製品であります露光装置の需要は特に、韓国および中国市場において顕著であり、販売台数、販売金

額とも前年を上回ると共に引き合いも一段と活発化してまいりました。 

 また、自動化装置につきましては、新たに医療分野にも参入し初号機を納入いたしました。 

 売上高では、露光装置が大幅に増加した結果、前年同期比で399,548千円の増加となりました。 

  

 以上の結果、売上高につきましては1,183,308千円となり、営業損失136,631千円（前年同期は280,237千円の営

業損失）、経常損失137,283千円（前年同期は295,087千円の経常損失）、四半期純損失は80,734千円（前年同期は

269,358千円の四半期純損失）となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の財政状態は、前事業年度末に比べ以下のとおりとなりました。 

  

  (資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べて155,961千円減少し、6,107,574千円となりました。これは、主に受取手形

及び売掛金が198,748千円増加し、現金及び預金が230,570千円、たな卸資産が115,070千円減少したことなどに

よるものです。 

固定資産は、前事業年度末に比べて14,300千円減少し、3,582,945千円となりました。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて170,262千円減少し、9,690,519千円となりました。  

  

  (負債)  

流動負債は、前事業年度末に比べて159,948千円増加し、2,370,292千円となりました。これは、主に社債の定

時償還により50,000千円減少し、支払手形及び買掛金が242,353千円増加したことなどによるものです。 

固定負債は、前事業年度末に比べて246,454千円減少し、2,982,163千円となりました。これは、長期借入金が

242,790千円減少したことなどによるものです。 

この結果、負債合計は前事業年度末に比べて86,505千円減少し、5,352,455千円となりました。  

  

  (純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べて83,756千円減少し、4,338,063千円となりました。これは、主に四半期

純損失80,734千円の計上によるものです。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の減少 115,070千

円並びに仕入債務の増加 242,353千円などの資金増加がありましたが、税引前四半期純損失が137,421千円(前年

同期は税引前四半期純損失317,127千円)となり、売上債権の増加 232,496千円、長期借入金の返済 236,260千円

などにより、資金残高は前事業年度末に比べ 220,570千円減少し、当第１四半期会計期間末の残高は771,266千

円となりました。当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、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） 

 営業活動の結果得られた資金は、50,169千円(前年同期に支出した資金 42,254千円)となりました。 

 これは、主に税引前四半期純損失 137,421千円の計上、売上債権 232,496千円の増加による資金支出がありまし

たが、減価償却費 66,947千円の計上、たな卸資産 115,070千円の減少と仕入債務 242,353千円の増加により資金

が増加したことが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、 19,178千円(前年同期に支出した資金 19,054千円)となりました。 

 これは、保険積立金の積立 1,607千円による資金支出がありましたが、保険積立金の解約 11,034千円と定期預

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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金満期収入10,000千円により資金が増加したことが主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、289,917千円(前年同期に支出した資金 7,373千円)となりました。 

 これは、長期借入金の返済 236,260千円と社債の定時償還 50,000千円により資金が減少したことが主な要因で

あります。 

  

業績予想につきましては、景気の不透明な要因もあり、予断を許さない状況にありますが、現時点におきまして

は、平成21年11月13日に発表した数値を変更しておりません。  

  

  

棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,237,266 1,467,836

受取手形及び売掛金 1,849,960 1,651,211

商品 3,709 4,382

原材料 712,925 769,996

仕掛品 1,794,639 1,851,964

その他 509,674 518,742

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 6,107,574 6,263,535

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,194,586 2,230,381

土地 571,287 571,287

その他（純額） 239,843 260,823

有形固定資産合計 3,005,717 3,062,492

無形固定資産 35,687 35,052

投資その他の資産 541,539 499,700

固定資産合計 3,582,945 3,597,246

資産合計 9,690,519 9,860,781

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 896,073 653,719

1年内返済予定の長期借入金 1,170,562 1,164,032

未払法人税等 3,170 6,427

賞与引当金 17,340 32,300

製品保証引当金 26,519 22,401

その他 256,627 331,463

流動負債合計 2,370,292 2,210,343

固定負債   

長期借入金 2,739,462 2,982,252

退職給付引当金 42,089 38,125

役員退職慰労引当金 179,168 187,762

その他 21,443 20,478

固定負債合計 2,982,163 3,228,617

負債合計 5,352,455 5,438,961
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,438,220 1,438,220

資本剰余金 1,822,015 1,822,015

利益剰余金 1,127,397 1,208,132

自己株式 △42,819 △42,819

株主資本合計 4,344,813 4,425,547

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,846 △5,008

繰延ヘッジ損益 96 1,280

評価・換算差額等合計 △6,749 △3,728

純資産合計 4,338,063 4,421,819

負債純資産合計 9,690,519 9,860,781
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 783,759 1,183,308

売上原価 558,095 856,187

売上総利益 225,664 327,120

販売費及び一般管理費 505,901 463,752

営業損失（△） △280,237 △136,631

営業外収益   

受取利息 700 271

受取配当金 － 390

原子力立地給付金 8,497 7,125

助成金収入 － 22,590

その他 2,367 386

営業外収益合計 11,564 30,764

営業外費用   

支払利息 21,936 22,388

その他 4,477 9,027

営業外費用合計 26,414 31,416

経常損失（△） △295,087 △137,283

特別損失   

固定資産除却損 93 138

ゴルフ会員権評価損 21,947 －

特別損失合計 22,040 138

税引前四半期純損失（△） △317,127 △137,421

法人税、住民税及び事業税 771 810

法人税等調整額 △48,540 △57,497

法人税等合計 △47,769 △56,687

四半期純損失（△） △269,358 △80,734
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10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   

税引前四半期純損失（△） △317,127 △137,421

減価償却費 78,738 66,947

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,431 △14,960

製品保証引当金の増減額（△は減少） △8,981 4,118

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,358 3,964

受取利息及び受取配当金 △700 △661

支払利息 21,936 22,233

社債利息 326 154

固定資産除却損 93 138

ゴルフ会員権評価損 21,947 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,478,611 △232,496

たな卸資産の増減額（△は増加） △652,963 115,070

未収消費税等の増減額（△は増加） 62,575 4,648

仕入債務の増減額（△は減少） △471,301 242,353

その他 △71,790 △2,074

小計 114,292 72,013

利息及び配当金の受取額 1,154 3,843

利息の支払額 △21,925 △15,301

事故保険金の受取額 51,852 －

役員退職慰労金の支払額 △10,131 △8,594

消費税等の還付額 315 58

法人税等の支払額 △177,811 △1,851

営業活動によるキャッシュ・フロー △42,254 50,169

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） － 10,000

貸付金の回収による収入 5,000 －

有形固定資産の取得による支出 △22,706 △256

その他 △1,348 9,434

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,054 19,178

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） 336,000 －

長期借入金の返済による支出 △225,267 △236,260

リース債務の返済による支出 △1,003 △2,219

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

配当金の支払額 △66,203 △42

その他 △898 △1,395

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,373 △289,917

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68,681 △220,570

現金及び現金同等物の期首残高 1,575,189 991,836

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,506,507 771,266
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 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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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