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1.  平成22年9月期第2四半期の業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 1,857 1.9 28 ― 53 ― 45 ―
21年9月期第2四半期 1,823 ― △142 ― △137 ― △801 ―

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2四半期 8.36 ―
21年9月期第2四半期 △146.69 ―

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2四半期 7,209 5,140 71.3 941.29
21年9月期 7,501 5,092 67.9 932.57

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  5,137百万円 21年9月期  5,092百万円

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 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,150 28.8 103 ― 134 ― 120 ― 21.97
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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、３ページ「定性的情報・財務諸表等」及び４ページ「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2四半期 5,491,490株 21年9月期  5,491,490株
② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  30,634株 21年9月期  30,634株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第2四半期 5,460,856株 21年9月期第2四半期 5,460,884株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は業績
の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
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当社が関わる電子部品業界においては、ノート型パソコン、スマートフォン等の需要が増加し、設備投資が積極

的に再開し始めました。また、ＬＥＤ市場の拡大により、経営環境は回復しつつあります。 

  このような業界動向のもと、当社の売上高は電子機器事業において、前年同期に比べＭＷＳ（マルチワイヤーソ

ー）事業はＬＥＤ市場向けを中心として回復し、半導体機器事業もデバイスメーカー等の設備投資が活発化してい

る影響から回復いたしました。一方、液晶機器事業及び繊維機器事業は低調に推移いたしました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は18億57百万円（前年同四半期比1.9％増）、営業利益は28百万円（前

年同四半期は営業損失１億42百万円）、経常利益は53百万円（前年同四半期は経常損失１億37百万円）、四半期純利

益は45百万円（前年同四半期は四半期純損失８億１百万円）となりました。   

   事業部門別の状況は、次のとおりであります。 

【電子機器事業】 

売上高は17億33百万円となりました。 

各事業の概況は次のとおりであります。  

① 液晶機器事業 

 液晶業界においては、海外における大型液晶パネルに対する設備投資が本格化し始め、業界全体に回復の兆し

が見え始めましたが、国内メーカーにおいては景気の先行き不透明感は依然として根強く、厳しい状況で推移い

たしました。 

このような状況下、海外の受注実績を得たものの、全体的な売上高は低調に推移いたしました。 

② 半導体機器事業 

 半導体業界においては、国内外ともにデバイスメーカーの生産量が大幅に回復したことに伴い、装置需要は回復

しつつあります。  

 このような状況下、設備投資の促進と新プロセス用途としての新規設備の需要が増加した影響により、売上高は

堅調に推移いたしました。 

③ ＭＷＳ（マルチワイヤーソー）事業 

 マルチワイヤーソーの主要ユーザーである電子部品業界全般において、国内における受注は低調に推移いたしま

したが、一方、海外ではＬＥＤ市場向けを中心に需要が拡大したことにより、受注・販売ともに堅調に推移いたし

ました。  

このような状況下、売上高は堅調に推移いたしました。 

【繊維機器事業】  

売上高は１億24百万円となりました。 

  

 アパレル業界においては、一部のユーザーで新製品の自動裁断機の設備投資が行われましたが、全体的には継続的

な不況の影響により、設備投資を延期・凍結する傾向が見られました。 

 このような状況下、新素材用の裁断機の受注を得たものの、売上高は低調に推移いたしました。  

当第２四半期末における「資産合計」は、売上債権及びたな卸資産が増加いたしましたが、現預金が減少したこ

と等により、前期末に比べ２億92百万円減少し72億９百万円となりました。  

また「負債合計」は、買掛金が増加いたしましたが、長期借入金を完済したこと等により前期末に比べ３億39百

万円減少し20億69百万円となりました。「純資産合計」は、前期末に比べ47百万円増加し51億40百万円となりまし

た。  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期会計期間末におけるキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は７億37百万円となりま

した。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加４億60百万円、税引前四半期純利益の計上47百万円及び

その他の流動負債の増加３億38百万円がありましたが、売上債権の増加１億35百万円、たな卸資産の増加５億95百

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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万円等があったため２億２百万円のキャッシュ・イン（前年同四半期は１億87百万円のキャッシュ・アウト）とな

りました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が21百万円ありましたが、定期預金の純

減による収入が23百万円あったこと等により７百万円のキャッシュ・イン（前年同四半期は13億19百万円のキャッ

シュ・アウト）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が12億13百万円あったこと等により12億15

百万円のキャッシュ・アウト（前年同四半期は13億５百万円のキャッシュ・イン）となりました。  

  

  

現時点での業績予想につきましては、平成21年11月13日に発表いたしました予想数値に変更はありません。 

  

  

影響額が僅少なものについては一部簡便な手続きを行っております。 

  

  

 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２四半期会計期間末 
(平成22年３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 1,517,387 2,543,417

受取手形及び売掛金 778,118 642,479

製品 702,705 172,239

仕掛品 474,317 434,927

原材料及び貯蔵品 102,254 76,202

その他 77,488 54,540

流動資産合計 3,652,272 3,923,805

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 811,265 823,181

その他（純額） 730,973 731,285

有形固定資産合計 1,542,239 1,554,466

無形固定資産 30,633 35,512

投資その他の資産   

関係会社株式 1,091,692 1,091,692

長期預金 840,000 840,000

その他 52,508 56,114

投資その他の資産合計 1,984,200 1,987,806

固定資産合計 3,557,073 3,577,785

資産合計 7,209,345 7,501,591

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,312,759 851,945

1年内返済予定の長期借入金 － 279,912

未払法人税等 5,870 4,677

賞与引当金 62,923 －

その他 590,147 244,927

流動負債合計 1,971,700 1,381,462

固定負債   

長期借入金 － 933,480

役員退職慰労引当金 71,736 71,736

その他 25,660 22,280

固定負債合計 97,396 1,027,496

負債合計 2,069,097 2,408,959
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年３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 963,230 963,230

資本剰余金 1,352,321 1,352,321

利益剰余金 2,836,966 2,791,303

自己株式 △17,070 △17,070

株主資本合計 5,135,448 5,089,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,800 2,846

評価・換算差額等合計 4,800 2,846

純資産合計 5,140,248 5,092,632

負債純資産合計 7,209,345 7,501,591
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,823,320 1,857,955

売上原価 1,464,266 1,291,630

売上総利益 359,053 566,325

販売費及び一般管理費 501,686 537,767

営業利益又は営業損失（△） △142,632 28,557

営業外収益   

受取利息 3,848 5,233

受取賃貸料 4,930 4,930

助成金収入 － 7,450

その他 4,225 9,817

営業外収益合計 13,003 27,432

営業外費用   

支払利息 3,117 1,093

租税公課 － 1,050

投資事業組合運用損 2,330 －

その他 2,184 788

営業外費用合計 7,632 2,931

経常利益又は経常損失（△） △137,261 53,058

特別利益   

固定資産売却益 － 1,955

特別利益合計 － 1,955

特別損失   

固定資産売却損 － 252

固定資産除却損 125 3,640

投資有価証券評価損 4,273 3,683

関係会社株式評価損 494,994 －

特別退職金 123,278 －

特別損失合計 622,672 7,576

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △759,934 47,436

法人税、住民税及び事業税 1,762 1,774

法人税等調整額 39,345 －

法人税等合計 41,108 1,774

四半期純利益又は四半期純損失（△） △801,042 45,662
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,013,232 1,025,561

売上原価 787,925 721,832

売上総利益 225,306 303,728

販売費及び一般管理費 233,873 279,892

営業利益又は営業損失（△） △8,567 23,836

営業外収益   

受取利息 2,264 2,553

受取賃貸料 2,436 2,436

その他 2,562 3,300

営業外収益合計 7,262 8,289

営業外費用   

支払利息 3,117 －

売上割引 － 209

租税公課 － 525

投資事業組合運用損 2,330 －

その他 1,199 284

営業外費用合計 6,647 1,018

経常利益又は経常損失（△） △7,952 31,106

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 4,963 －

関係会社株式評価損戻入益 460,470 －

特別利益合計 465,433 －

特別損失   

固定資産除却損 125 1,747

投資有価証券評価損 4,273 3,683

関係会社株式評価損 494,994 －

特別退職金 123,278 －

特別損失合計 622,672 5,430

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △165,191 25,676

法人税、住民税及び事業税 830 951

法人税等合計 830 951

四半期純利益又は四半期純損失（△） △166,021 24,725
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△759,934 47,436

減価償却費 52,777 51,552

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,620 62,923

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 252 －

受取利息及び受取配当金 △3,930 △5,315

支払利息 3,117 1,093

投資事業組合運用損益（△は益） 2,330 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,702

有形固定資産除却損 125 38

投資有価証券評価損益（△は益） 4,273 3,683

関係会社株式評価損 494,994 －

売上債権の増減額（△は増加） 476,634 △135,639

たな卸資産の増減額（△は増加） 240,759 △595,908

仕入債務の増減額（△は減少） △526,599 460,813

その他の流動負債の増減額（△は減少） 63,188 338,349

その他 △721 △27,761

小計 △61,350 199,563

利息及び配当金の受取額 3,145 5,669

利息の支払額 △4,121 △1,093

法人税等の支払額 △125,196 △1,651

営業活動によるキャッシュ・フロー △187,522 202,488

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 △443,400 △280,000

定期預金の払戻による収入 － 303,480

長期預金の預入による支出 △840,000 －

有形固定資産の取得による支出 △23,195 △21,155

有形固定資産の売却による収入 － 2,155

無形固定資産の取得による支出 △14,339 △265

投資有価証券の取得による支出 △1,197 △1,198

投資事業組合からの分配金による収入 2,368 3,061

出資金の払戻による収入 － 1,699

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,319,764 7,776

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,400,000 －

長期借入金の返済による支出 △46,652 △1,213,392

リース債務の返済による支出 △864 △1,323

自己株式の取得による支出 △14 －

配当金の支払額 △46,704 △589

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,305,764 △1,215,304

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 2,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △201,522 △1,002,549

現金及び現金同等物の期首残高 1,834,982 1,739,937

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,633,460 737,387

- 7-



 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
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   生産、受注及び販売の状況  

      (1）生産実績 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業部門別 

前四半期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

当四半期 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

電子機器事業  1,397,645     84.3  2,533,768  95.3  2,493,638  88.4

繊維機器事業      259,322         15.7  124,356  4.7  326,823  11.6

合計  1,656,968  100.0  2,658,124  100.0  2,820,461  100.0

事業部門別 

前四半期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

当四半期 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

電子機器事業  760,897  698,237  2,430,907  2,231,773  2,928,559  1,534,465

繊維機器事業  109,951  11,531  140,115  47,280  197,442  31,520

合計  870,849  709,768  2,571,023  2,279,054  3,126,001  1,565,986
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(3）販売実績 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主要な輸出先及び輸出販売高及び構成比は、次のとおりであります。なお、（ ）内は総販売実績に対する

輸出販売高の割合であります。 

事業部門別 

前四半期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

当四半期 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

電子機器事業  1,487,747  81.6  1,733,599  93.3  2,819,182  87.5

繊維機器事業  335,572  18.4  124,356  6.7  403,073  12.5

合計  1,823,320  100.0  1,857,955  100.0  3,222,255  100.0

輸出先 

 前四半期 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

当四半期 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  千円      ％ 千円 ％ 千円       ％ 

アジア・オセアニア    681,563  86.3    809,362    80.3  1,557,658  91.2

北米    78,217  9.9    187,277    18.6  116,273  6.8

欧州  29,615  3.8  10,802  1.1  34,859  2.0

合計 
 

(43.3％) 

789,396
 100.0

 

   (54.2％) 

1,007,442
     100.0

 

(53.0％) 

1,708,791
 100.0
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