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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年2月28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3四半期 2,998 ― △547 ― △562 ― △1,198 ―

21年5月期第3四半期 4,084 ― △517 ― △547 ― △945 ―

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3四半期 △267.74 ―

21年5月期第3四半期 △211.19 ―

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3四半期 5,852 18 0.3 4.22
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3四半期  18百万円 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 0.00

22年5月期 
（予想）

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 4,123 △17.2 △489 ― △516 ― △1,150 ― △256.97



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．当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成22年１月13日に公表いたしました通期連結業績予想の修正を行っております。なお、当該予想数値
修正の詳細につきましては、本日（平成22年４月14日）公表の「特別損失の計上及び平成22年５月期通期（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。 
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3四半期 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3四半期  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3四半期 4,476,943株 21年5月期第3四半期 4,476,943株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国などの新興国経済の成長とアジアを中心とした海外需要

の回復に伴う生産の増加に加え、自動車や家電分野の緊急経済対策の効果を背景に一部の分野に持ち直しの兆候が

見られました。しかしながら雇用と個人所得の不安を背景に個人消費は低水準で推移し、デフレ状況が進行するな

ど厳しい状況が続きました。 

電子回路基板業界におきましては、エコポイントやエコカー減税など政府主導の経済対策効果により、一部に景

気回復傾向がみられますが依然として厳しい経営環境が続いておりまして、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、当社グループと致しましてはグローバルな販売体制の構築と構造改革に取り組むとともに

生産性の改善などに努めてまいりました。また中国（昆山市）のWUS Printed circuit Co.,LTD.社との提携により

超量産品の提供が可能となり、お客様の利便性の向上を実現しております。経営基盤強化のためにグループ子会社

の菱光電子工業株式会社の電子回路基板事業を閉鎖して当社に集約するなど経営合理化に取り組みまして、最近の

業績状況はきわめて好調に上向きに推移しております。 

しかしながら長引く景気低迷の影響を受けまして、当第３四半期連結累計期間における売上高は29億98百万円と

なり、前年同期比では10億86百万円(26.6％)の減収となりました。 

 営業損益におきましては、５億47百万円の営業損失(前第３四半期連結累計期間は５億17百万円の営業損失)、経

常損益は５億62百万円の経常損失(前第３四半期連結累計期間は５億47百万円の経常損失)となりました。 

  

  

(１) 資産、負債、純資産の状況   

 当第３四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15億41百万円減少いたました。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、当

第３四半期連結会計期間における関連子会社の減損損失に伴う有形固定資産３億71百万円の減少であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ３億17百万円減少しており、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、当第３四半期連結会計期間においてリース資産減損勘

定３億52百万円を計上しております。 

 純資産は、利益剰余金が11億98百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ12億24百万円減少し、18百

万円となりました。  

  

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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３億24

百万円であり、前連結会計年度末に比べ１億72百万円の増加となりました。 

 当第３四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３四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１億20百万円の資金支出（前年同

期は２億８百万円の資金支出）となりました。主な増減要因は減損損失、減価償却費、固定資産売却益、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３四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、10億12百万円の資金増加（前年同期は

31百万円の資金増加）となりました。 

これは主に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３四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、７億18百万円の資金支出（前年同期は

１億45百万円の資金支出）となりました。 

これは主に短期借入金の返済によるものであります。 

  

  

  

  

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
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 当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成22年１月13日に公表いたしました通期連結業績予想の修正を行

っております。なお、当該予想数値修正の詳細につきましては、本日（平成22年４月14日）公表の「特別損失の計

上及び平成22年５月期通期（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。  

  

該当事項はありません。  

  

  

簡便な会計処理について 

・当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部を除き実地棚卸等を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

・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。 

  

  

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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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３四半期連結会計期間におい

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３四半期連結累計期間の営業損失は547,533千円、

四半期純損失は1,198,654千円、営業キャッシュ・フローは120,752千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は引き続き力を緩めず、産業機器の小中ロ

ット商品はもちろん、大量需要が見込める民生商品も視野に捉えた販売強化で設計段階から関わることで量

産受注に繋げていくことが売上高回復の軸となります。 

商品開発案件は半導体商社との連携により、ビジネスソリューション向け複合機や表示機器をはじめ、無

線機器、ＧＰＳ応用製品などは当社のシミュレーション設計技術も生かしながら受注獲得を目指します。自

動車関連は在庫調整の時期を過ぎ自動車販売が回復基調にあることから当社本社工場もこの関連商品の投入

で売上貢献しつつあります。 

また、継続的に将来増加していくであろう新興市場向け超量産製品カテゴリーはASEAN自由貿易協定

（AFTA）の発行に伴い輸入関税の撤廃などを受けて現地調達、現地生産が進み当社の基板技術は更に必要性

は増してくることからタイランドに存在する日本法人に積極的に開発段階で関わりながら海外で量産立上げ

のスムーズ化を図ることで差別化した販売をしていきます。 

これらの量産品種の基板需要に対応するために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開発から量産が出来る工場として知名度アップの営業活動をしていきま

す。 

既に動き出している国内市場向け商品である「ECO、環境」に代表されるLED照明や大電流対応基板などの

低炭素社会への貢献商品は引き続き継続的に傾注していきます。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

生産内容の見直しは完了し、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３

四半期末のグループ人員数は260名となり、前年同期61名の人員削減を実施いたしました。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３四半期連結累計期間前年同期比で約958百万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、全ての金融機関に応じてい

ただき、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）継続企業の前提に関する重要事象等
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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22年２月28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 324,701 152,058

受取手形及び売掛金 918,608 1,016,054

商品及び製品 50,368 139,442

仕掛品 113,327 200,870

原材料及び貯蔵品 105,999 123,010

その他 25,017 36,761

貸倒引当金 △106 －

流動資産合計 1,537,916 1,668,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,025,530 2,506,551

機械装置及び運搬具（純額） 133,134 205,871

土地 2,008,955 2,801,140

その他（純額） 33,900 52,257

有形固定資産合計 4,201,521 5,565,820

無形固定資産   

借地権 59,800 59,800

その他 5,126 9,190

無形固定資産合計 64,926 68,990

投資その他の資産   

投資有価証券 36,715 81,367

その他 14,248 12,480

貸倒引当金 △3,278 △2,895

投資その他の資産合計 47,685 90,952

固定資産合計 4,314,133 5,725,763

資産合計 5,852,049 7,393,962
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 720,002 613,936

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 216,094 197,698

未払法人税等 10,488 10,587

その他 176,334 104,422

流動負債合計 5,432,306 5,714,919

固定負債   

長期借入金 94,014 321,975

長期リース資産減損勘定 255,263 －

繰延税金負債 920 5,072

退職給付引当金 13,310 49,149

負ののれん － 9,555

その他 37,334 50,213

固定負債合計 400,843 435,966

負債合計 5,833,150 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 △2,050,485 △851,830

自己株式 △21 △21

株主資本合計 18,273 1,216,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 625 5,082

評価・換算差額等合計 625 5,082

少数株主持分 － 21,065

純資産合計 18,899 1,243,076

負債純資産合計 5,852,049 7,393,962
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 4,084,193 2,998,093

売上原価 3,970,649 3,012,472

売上総利益又は売上総損失（△） 113,544 △14,378

販売費及び一般管理費 630,931 533,154

営業損失（△） △517,387 △547,533

営業外収益   

受取利息 362 55

受取配当金 5,793 1,793

負ののれん償却額 4,777 4,777

物品売却益 20,838 11,714

受取賃貸料 15,572 13,438

助成金収入 － 35,140

雑収入 5,998 10,968

営業外収益合計 53,343 77,888

営業外費用   

支払利息 66,425 73,899

雑損失 16,656 18,754

営業外費用合計 83,081 92,653

経常損失（△） △547,125 △562,297

特別利益   

固定資産売却益 － 172,280

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 －

投資有価証券売却益 － 18,617

特別利益合計 94,005 190,897

特別損失   

前期損益修正損 － 19,918

減損損失 410,575 724,166

投資有価証券売却損 99,839 －

投資有価証券評価損 16,869 －

子会社整理損 － 75,194

特別損失合計 527,284 819,279

税金等調整前四半期純損失（△） △980,404 △1,190,679

法人税、住民税及び事業税 7,500 8,295

法人税等調整額 17,763 －

法人税等合計 25,264 8,295

少数株主損失（△） △60,141 △320

四半期純損失（△） △945,527 △1,198,654
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28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（△） △980,404 △1,190,679

減価償却費 242,850 166,693

負ののれん償却額 △4,777 △4,777

減損損失 410,575 724,166

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,726 490

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） △14,492 △35,838

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

投資有価証券売却損益（△は益） 99,839 △18,617

投資有価証券評価損益（△は益） 16,869 －

固定資産売却損益（△は益） － △172,280

受取利息及び受取配当金 △6,156 △1,849

支払利息 66,425 73,899

売上債権の増減額（△は増加） 555,925 97,445

たな卸資産の増減額（△は増加） 87,638 121,231

仕入債務の増減額（△は減少） △399,614 106,066

未払費用の増減額（△は減少） △78,670 20,143

その他 19,640 17,724

小計 △88,454 △43,703

利息及び配当金の受取額 6,223 1,849

利息の支払額 △63,421 △71,147

法人税等の支払額 △62,404 △7,750

営業活動によるキャッシュ・フロー △208,056 △120,752

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 △76,721 △31,594

有形固定資産の売却による収入 － 991,497

投資有価証券の取得による支出 △1,112 △1,081

投資有価証券の売却による収入 111,908 55,742

その他 △2,692 △2,495

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,382 1,012,068

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） △105,300 △706,850

リース債務の返済による支出 △2,801 △11,822

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △637,527 －

配当金の支払額 △58 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,686 △718,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322,360 172,643

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 431,658 324,701
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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３四半期連結会計期間におい

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３四半期連結累計期間の営業損失は547,533千円、

四半期純損失は1,198,654千円、営業キャッシュ・フローは120,752千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は引き続き力を緩めず、産業機器の小中ロ

ット商品はもちろん、大量需要が見込める民生商品も視野に捉えた販売強化で設計段階から関わることで量

産受注に繋げていくことが売上高回復の軸となります。 

商品開発案件は半導体商社との連携により、ビジネスソリューション向け複合機や表示機器をはじめ、無

線機器、ＧＰＳ応用製品などは当社のシミュレーション設計技術も生かしながら受注獲得を目指します。自

動車関連は在庫調整の時期を過ぎ自動車販売が回復基調にあることから当社本社工場もこの関連商品の投入

で売上貢献しつつあります。 

また、継続的に将来増加していくであろう新興市場向け超量産製品カテゴリーはASEAN自由貿易協定

（AFTA）の発行に伴い輸入関税の撤廃などを受けて現地調達、現地生産が進み当社の基板技術は更に必要性

は増してくることからタイランドに存在する日本法人に積極的に開発段階で関わりながら海外で量産立上げ

のスムーズ化を図ることで差別化した販売をしていきます。 

これらの量産品種の基板需要に対応するために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開発から量産が出来る工場として知名度アップの営業活動をしていきま

す。 

既に動き出している国内市場向け商品である「ECO、環境」に代表されるLED照明や大電流対応基板などの

低炭素社会への貢献商品は引き続き継続的に傾注していきます。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

生産内容の見直しは完了し、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３

四半期末のグループ人員数は260名となり、前年同期61名の人員削減を実施いたしました。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３四半期連結累計期間前年同期比で約958百万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、全ての金融機関に応じてい

ただき、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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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。 

  

（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〕

（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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