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1.  平成22年7月期第2四半期の連結業績（平成21年8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7月期第2四半期 3,531 △20.6 △380 ― △376 ― △90 ―

21年7月期第2四半期 4,446 ― △622 ― △593 ― △1,758 ―

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7月期第2四半期 △181.21 ―

21年7月期第2四半期 △3,516.01 ―

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7月期第2四半期 14,997 9,111 60.8 18,222.75
21年7月期 15,175 9,454 62.3 18,908.76

（参考） 自己資本   22年7月期第2四半期  9,111百万円 21年7月期  9,454百万円

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7月期 ― 75.00 ― ― 75.00
22年7月期 ― 50.00

22年7月期 
（予想）

― 50.00 100.00

3.  平成22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22年7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 8,000 16.6 △240 ― △200 ― 110 ― 220.00



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】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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧ください。 

(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、当社が現在入手している情報及び合理的である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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当っての注意事項等については、
３ページ【定性的情報・財務諸表】 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 有

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7月期第2四半期 500,000株 21年7月期  500,000株

② 期末自己株式数 22年7月期第2四半期  5株 21年7月期  5株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年7月期第2四半期 499,995株 21年7月期第2四半期 500,000株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国大手金融機関の破綻を契機とする国際金融市場の混乱

で大幅に事業環境が悪化した状況から、アジア市場における内需拡大や欧米はじめ主要国の景気底打ちによる海

外経済持ち直しにより、ゆるやかながら回復傾向を見せております。 

一方で急激な為替変動やデフレ圧力が企業収益の悪化に影響を及ぼすとともに個人消費は依然として低迷し、

民間設備投資の削減や雇用情勢の悪化を背景とした景気の先行き不透明感から本格的な景気回復にはしばらく時

間がかかるものと予想されます。 

当社グループが属する電子工業界におきましては、高性能携帯電話のスマートフォンや薄型テレビ等のデジタ

ル家電市場の需要が拡大したものの、製品価格は現状維持或いは下落傾向にあり、企業間競争は激しさを増しま

した。 

このような状況のもとで当社グループは、取引先各社への積極的な営業活動を展開し受注の確保に努めるとと

もに、プレス・めっき一貫加工体制を市場に対して積極的に売り込み、納期対応力向上等で他社との差別化を図

りました。 

また、海外の生産拠点も 大限に活用し、フィリピンでFFCラインを改造し新規顧客を取り込むなどの海外営

業強化を行い受注量の確保を図る等積極的な営業活動を展開しました。 

また、材料費低減等の原価改善活動を強力に推し進め、顧客ニーズを的確に捉えた新技術開発にも積極的に取

り組みました。  

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。また、

営業損失は 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常損失は 百万円（前年同期は経常損失 百万

円）、棚卸資産会計基準の適用等に伴う影響により、四半期純損失は 百万円（前年同期は四半期純損失

百万円）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の総資産は、受取手形及び売掛金の増加額 百万円があったものの、現金及び

預金が 百万円、有形固定資産が 百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比 百万円減少し

百万円となりました。負債は、借入金の調達などにより、 百万円増加の 百万円となりました。ま

た、純資産は、 百万円減少の 百万円となりました。この結果、自己資本比率は ％となり、前連結会

計年度末比 ％減少しました。 

  

（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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、 百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。 

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の結果使用した資金は、 百万円（前年同四半期は 百万円

の獲得）となりました。これは主に、減価償却費が 百万円あったものの、税金等調整前四半期純損失が 百

万円、売上債権が 百万円、たな卸資産が 百万円増加したことによるものであります。 

  

(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における投資活動の結果使用した資金は、 百万円（前年同期比 ％減）とな

りました。これは主に、固定資産の取得による支出が 百万円あったことによるものであります。 

  

(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における財務活動の結果獲得した資金は、 百万円（前年同四半期は 百万円の

使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済が 百万円、社債の償還が 百万円あったものの、短期

借入金が 百万円増加したことによるものであります。 

  

 第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成22年３月５日に業績予想の修正を行っております。具

体的な内容につきましては、平成22年３月５日公表の「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
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２．連結財政状態に関する定性的情報
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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。  

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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、当連結会計年度に係る年間の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。 

  

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９月26日）が平成22年３月31日以前に

開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間から当会計基準を適用

し、当社の棚卸資産（めっき材のうちめっき槽）の評価方法を後入先出法から先入先出法に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益が 千円増加し、営

業損失、経常損失が同額減少し、税金等調整前四半期純損失が 千円減少しております。また、セグメン

ト情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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

5,480

300,319



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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,757,712 5,327,534

受取手形及び売掛金 2,014,330 1,629,107

製品 42,142 57,761

原材料及び貯蔵品 1,361,338 1,022,753

繰延税金資産 8,068 －

その他 88,208 202,719

貸倒引当金 △12,000 △10,000

流動資産合計 8,259,801 8,229,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,664,242 1,744,120

機械装置及び運搬具（純額） 1,628,349 1,834,938

土地 1,826,215 1,826,215

その他（純額） 338,509 276,257

有形固定資産合計 5,457,317 5,681,532

無形固定資産 274,576 304,471

投資その他の資産   

投資有価証券 534,982 508,257

繰延税金資産 2,325 7,108

その他 486,515 513,816

貸倒引当金 △17,971 △69,079

投資その他の資産合計 1,005,853 960,102

固定資産合計 6,737,747 6,946,106

資産合計 14,997,549 15,175,984



（単位：千円）

当第２四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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 308,187 188,264

短期借入金 2,092,590 1,691,976

1年内返済予定の長期借入金 399,160 445,360

1年内償還予定の社債 277,000 277,000

未払法人税等 8,147 1,483

その他 395,485 394,916

流動負債合計 3,480,571 2,999,000

固定負債   

社債 733,500 872,000

長期借入金 534,980 708,960

退職給付引当金 625,932 631,155

役員退職慰労引当金 474,563 460,155

その他 36,721 50,424

固定負債合計 2,405,697 2,722,696

負債合計 5,886,268 5,721,696

純資産の部   

株主資本   

資本金 962,200 962,200

資本剰余金 870,620 870,620

利益剰余金 7,516,557 7,607,160

自己株式 △17 △17

株主資本合計 9,349,359 9,439,962

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,657 33,123

為替換算調整勘定 △282,735 △18,799

評価・換算差額等合計 △238,078 14,324

純資産合計 9,111,281 9,454,287

負債純資産合計 14,997,549 15,175,984



（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８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 4,446,931 3,531,763

売上原価 4,158,403 3,130,366

売上総利益 288,528 401,396

販売費及び一般管理費 910,655 781,938

営業損失（△） △622,127 △380,541

営業外収益   

受取利息 36,876 16,778

受取配当金 1,572 875

保険返戻金 32,025 －

その他 13,700 17,360

営業外収益合計 84,174 35,014

営業外費用   

支払利息 29,208 28,405

為替差損 22,514 －

その他 3,535 2,501

営業外費用合計 55,258 30,906

経常損失（△） △593,211 △376,434

特別利益   

棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 － 294,838

特別利益合計 － 294,838

特別損失   

固定資産除却損 15,215 3,537

投資有価証券評価損 37,807 －

減損損失 619,317 －

特別損失合計 672,341 3,537

税金等調整前四半期純損失（△） △1,265,552 △85,133

法人税、住民税及び事業税 24,621 17,323

法人税等調整額 467,829 △11,853

法人税等合計 492,450 5,470

四半期純損失（△） △1,758,003 △90,603



（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８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８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損失（△） △1,265,552 △85,133

減価償却費 595,512 414,516

減損損失 619,317 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 73,393 △49,108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,997 △4,878

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △254,234 14,407

受取利息及び受取配当金 △38,448 △17,653

支払利息 29,208 28,405

為替差損益（△は益） 1,266 228

投資有価証券評価損益（△は益） 37,807 －

固定資産除売却損益（△は益） 15,215 3,537

売上債権の増減額（△は増加） 1,576,529 △413,563

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,765 △354,623

仕入債務の増減額（△は減少） △155,813 93,193

その他 △104,165 175,556

小計 1,155,798 △195,115

利息及び配当金の受取額 29,171 16,455

利息の支払額 △29,232 △28,672

法人税等の支払額 △31,270 △13,760

法人税等の還付額 48,788 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,173,255 △221,094

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 △851,181 △475,628

定期預金の払戻による収入 268,200 507,384

有形固定資産の取得による支出 △245,448 △238,806

無形固定資産の取得による支出 △109,406 △4,614

投資有価証券の取得による支出 △8,533 △8,319

その他 7,108 3,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △939,261 △216,671

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） － 408,197

長期借入金の返済による支出 △145,180 △220,180

社債の償還による支出 △108,500 △138,500

リース債務の返済による支出 △12,195 △12,638

配当金の支払額 △62,500 △198

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,375 36,681

現金及び現金同等物に係る換算差額 △95,320 △115,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △189,701 △517,000

現金及び現金同等物の期首残高 3,868,312 4,732,313

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,678,610 4,215,312



 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８月１日 至 平成21年１月31日） 

当社グループは、貴金属表面処理事業の単一事業であり、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項は

ありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日） 

当社グループは、貴金属表面処理事業の単一事業であり、当該事業以外に事業の種類がないため、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８月１日 至 平成21年１月31日） 

  

  

（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〕

  
日本

（千円） 
アジア諸国
（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  2,655,429  1,791,502  4,446,931  －  4,446,931

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －    (－)  －

計  2,655,429  1,791,502  4,446,931  (－)  4,446,931

営業利益又は営業損失（△）  △675,702  8,578  △667,124 (△44,997)  △622,127



当第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア諸国………フィリピン、中国 

３．会計処理方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し、評価基準に

ついては、従来めっき材に係る原材料は低価法、それ以外は原価法を採用しておりましたが、第１四半期連

結会計期間より原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方

法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の日本の営業損失は、 千円増加しております。

当第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「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」に記載のとおり、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９月26日）が平成22年３月31日以前に開始する連結会

計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間から当会計基準を適用し、当社の

棚卸資産（めっき材のうちめっき槽）の評価方法を後入先出法から先入先出法に変更しております。この結

果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の日本の営業損失は、 千円減少し

ております。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外に属する国又は地域 

アジア諸国………フィリピン、中国等 

  

 該当事項はありません。 

  
日本

（千円） 
アジア諸国
（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  2,362,166  1,169,596  3,531,763  －  3,531,763

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －    (－)  －

計  2,362,166  1,169,596  3,531,763  (－)  3,531,763

営業利益又は営業損失（△）  △420,321  △3,285  △423,606 (△43,064)  △380,541

19,092

5,480

〔海外売上高〕

  アジア諸国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,871,435  1,871,435

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  4,446,931

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  42.1  42.1

  アジア諸国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,255,453  1,255,453

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  3,531,763

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  35.5  35.5

（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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