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1.  平成22年4月期第3四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成22年1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3四半期 2,766 8.4 456 277.8 473 337.3 279 438.0
21年4月期第3四半期 2,553 ― 120 ― 108 ― 51 ―

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3四半期 2,614.86 ―

21年4月期第3四半期 483.32 ―

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3四半期 7,303 6,624 90.7 62,129.78
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3四半期  6,624百万円 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3四半期 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3四半期  3,770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3四半期 106,831株 21年4月期第3四半期 107,422株



 当第３四半期におけるわが国経済は、金融・経済対策の効果や新興国市場の拡大を背景に緩やかな回復基調が続

いているものの、一昨年からの世界的な金融危機の影響が強く残るなか、企業の設備投資回復や雇用調整の緩和に

は至らず、依然として厳しい市場環境のうちに推移いたしました。 

 プリント配線板業界におきましては、パソコンなど個人向けＩＴ関連用途の市場環境の復調傾向が継続するとと

もに、産業向け基板についても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への取組みを継続するととも

に、新技術・新工法への取組みを加速させてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は2,766,460千円（前年同期比8.4％増）となりました。利

益面につきましては、売上高の増加と経費削減により、営業利益は456,368千円（前年同期比277.8％増）、経常利

益は473,515千円（前年同期比337.3％増）、四半期純利益は279,350千円（前年同期比438.0％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。また、一部企業の設備投資抑制の緩和を受

け、基地局向けなどのプリント配線板の受注も復調傾向となりました。 

 以上により、プリント配線板加工事業の売上高は1,795,312千円（前年同期比14.4％増）、営業利益は536,612千

円（前年同期比54.7％増）となりました。  

設備機器関連事業 

 フッ素ケミカル製品は、開発品の新規採用数の増加やパソコン市場の復調に伴うＨＤＤ向け既存製品の受注増な

どにより期後半にかけて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、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971,148千円（前年同期比1.3％減）、営業利益は255,946千円（前年同

期比78.3％増）となりました。  

  

資産、負債および純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は7,303,188千円（前期末比441,332千円増）となりました。この内、流動資産は

4,543,589千円（前期末比649,348千円増）となりました。これは主に現金及び預金が476,094千円、受取手形及び売

掛金が314,428千円増加したことによるものです。固定資産は2,759,599千円（前期末比208,016千円減）となりまし

た。これは主に有形固定資産が192,458千円減少したことによるものです。 

 負債は678,725千円（前期末比247,470千円増）となりました。この内、流動負債は551,074千円（前期末比

247,470千円増）となりました。これは主に未払法人税が181,289千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6,624,463千円（前期末比193,861千円増）となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は、90.7％（前期末比3.0ポイント減）となりました。 

キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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3,092,100千円（前期末比795,964千円増）とな

りました。 

 営業活動によって得られた資金は625,533千円（前年同期比26,343千円増）となりました。主な要因は、税金等調

整前四半期純利益が455,924千円、減価償却費226,634千円、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347,692千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255,459千円（前年同期は389,675千円の支出）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87,728千円による減少であり

ます。 

 財務活動に使用された資金は74,184千円（前年同期比70,473千円減）となりました。この要因は、配当金の支払

額55,074千円、自己株式の取得による支出19,109千円であります。  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年１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 3,129,636 2,653,541

受取手形及び売掛金 1,116,020 801,592

有価証券 141,706 142,593

商品及び製品 2,188 4,670

仕掛品 5,175 10,436

原材料及び貯蔵品 41,342 60,994

繰延税金資産 32,612 14,563

未収還付法人税等 － 110,590

その他 77,329 95,257

貸倒引当金 △2,422 －

流動資産合計 4,543,589 3,894,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,643,685 2,658,367

減価償却累計額 △1,344,074 △1,266,852

建物及び構築物（純額） 1,299,610 1,391,515

機械装置及び運搬具 2,005,304 2,020,457

減価償却累計額 △1,616,104 △1,537,502

機械装置及び運搬具（純額） 389,199 482,954

工具、器具及び備品 207,850 195,586

減価償却累計額 △160,331 △142,138

工具、器具及び備品（純額） 47,518 53,447

土地 446,496 447,367

有形固定資産合計 2,182,826 2,375,284

無形固定資産   

その他 92,210 109,041

無形固定資産合計 92,210 109,041

投資その他の資産   

投資有価証券 366,522 358,693

長期貸付金 26,074 －

繰延税金資産 30,010 31,423

その他 78,490 95,437

貸倒引当金 △16,534 △2,265

投資その他の資産合計 484,563 483,289

固定資産合計 2,759,599 2,967,616

資産合計 7,303,188 6,861,856



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年１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 77,556 87,420

未払法人税等 183,669 2,380

賞与引当金 37,153 44,946

その他 252,695 168,856

流動負債合計 551,074 303,604

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 678,725 431,254

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 3,530,045 3,314,782

自己株式 △192,179 △173,069

株主資本合計 6,586,066 6,389,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,961 10,466

繰延ヘッジ損益 △7 －

為替換算調整勘定 24,443 30,222

評価・換算差額等合計 38,397 40,689

純資産合計 6,624,463 6,430,601

負債純資産合計 7,303,188 6,861,856



（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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 2,553,218 2,766,460

売上原価 1,553,341 1,459,008

売上総利益 999,876 1,307,451

販売費及び一般管理費 879,080 851,083

営業利益 120,795 456,368

営業外収益   

受取利息 2,181 3,482

有価証券利息 － 12,627

受取配当金 1,179 799

受取賃貸料 15,665 31,435

その他 8,230 10,432

営業外収益合計 27,257 58,777

営業外費用   

支払利息 963 －

為替差損 38,769 19,969

貸与資産減価償却費 － 8,557

貸倒引当金繰入額 － 13,037

その他 31 65

営業外費用合計 39,763 41,630

経常利益 108,289 473,515

特別利益   

保険解約返戻金 15,786 －

特別利益合計 15,786 －

特別損失   

固定資産除却損 114 1,067

固定資産売却損 － 6,424

減損損失 23,849 －

会員権売却損 － 7,514

その他 140 2,584

特別損失合計 24,103 17,591

税金等調整前四半期純利益 99,972 455,924

法人税、住民税及び事業税 18,830 195,593

法人税等調整額 29,222 △19,018

法人税等合計 48,052 176,574

四半期純利益 51,919 279,350



（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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１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 99,972 455,924

減価償却費 235,604 226,634

減損損失 23,849 －

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 1,067

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 △3,360 △16,908

支払利息 963 －

売上債権の増減額（△は増加） 769,200 △347,692

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,630 27,005

仕入債務の増減額（△は減少） △243,701 △8,452

前渡金の増減額（△は増加） △38,731 41,368

長期未払金の増減額（△は減少） 94,211 －

その他 △42,450 132,204

小計 806,543 517,576

利息及び配当金の受取額 3,360 15,364

利息の支払額 △963 －

法人税等の還付額 － 117,271

法人税等の支払額 △209,751 △24,679

営業活動によるキャッシュ・フロー 599,189 625,533

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 △75,319 △87,728

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 △3,735 △1,946

無形固定資産の取得による支出 △33,688 △1,268

貸付けによる支出 △12,428 －

貸付金の回収による収入 12,428 227

その他 22,946 44,029

投資活動によるキャッシュ・フロー △389,675 255,459

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 △19,109

配当金の支払額 △123,738 △55,074

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,657 △74,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,327 △10,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44,528 795,964

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 2,656,894 3,092,100



 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５月１日 至 平成21年１月31日）  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成22年１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３四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日）および当第３四半期連結累計期

間（自 平成21年５月１日 至 平成22年１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３四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日）  

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成22年１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。 

（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  1,569,574  983,643  2,553,218  －  2,553,218

（2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  42,598  42,598  (42,598)  －

   計  1,569,574  1,026,242  2,595,816  (42,598)  2,553,218

  営業利益  346,936  143,585  490,521  (369,726)  120,795

  
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  1,795,312  971,148  2,766,460  －  2,766,460

（2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  827  827  (827)  －

   計  1,795,312  971,975  2,767,287  (827)  2,766,460

  営業利益  536,612  255,946  792,558  (336,190)  456,368

〔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）  321,401  6,613  328,014

Ⅱ 連結売上高（千円）      2,553,218

Ⅲ 連結売上高に占める     

海外売上高の割合（％） 
 12.6  0.2  12.8



  

 該当事項はありません。 

  

（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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