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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 2,427 70.4 △71 ― △87 ― △615 ―
21年9月期第2四半期 1,424 ― △704 ― △755 ― △536 ―

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 △97.16 ―
21年9月期第2四半期 △84.72 ―

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 9,432 3,799 40.3 599.53
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2四半期  3,799百万円 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  有   

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）
― 0.00 0.00

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  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 6,430 51.7 173 ― 83 ― △484 ― △76.44
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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・財務情報等、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2四半期 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2四半期  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2四半期 6,336,847株 21年9月期第2四半期 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産はアジアを中心とした世界経済の緩やかな回復を背景

に、一部持ち直しを見せてはいるものの、不安定な雇用情勢やデフレ傾向など景気の不安定要素から設備投資の抑制

が続き、厳しい状況で推移いたしました。  

 プリント配線板業界におきましても、企業業績は依然厳しい状況が続いているものの、ＩＴ関連製品、エレクトロ

ニクス製品全般にわたり緩やかな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。  

 一方当社の主力製品であります露光装置の主力マーケットでありますアジア圏では、中国、台湾、韓国において

は、薄型テレビ、パソコン、携帯電話等に搭載されますプリント配線板の需要が急激に回復しており、前年同四半期

と比較して、販売台数、販売金額ともに上回り大幅な増加となりました。しかしながら、第２の事業の柱として注力

してまいりました自動化装置につきましては、国内取引先の工場稼働率は上昇してまいりましたが、既存設備に余力

があることから新規導入とはいかず、第１四半期に新たに医療分野にも参入し初号機を納入したものの、依然厳しい

状況が続きました。  

 利益面におきましては、人件費を始めとする固定費の圧縮や研究開発費等の経費の圧縮に努めた結果、前年同四半

期と比較しますと経常利益段階では大幅な増収増益となりましたが、税効果会計上、繰延税金資産の取崩しの必要が

あり四半期純損失615,667千円を計上する結果となりました。  

   

 以上の結果、第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高2,427,396千円（前年同四半期比70.4%増）、営業

損失71,655千円（前年同四半期は704,790千円の営業損失）、経常損失87,168千円（前年同四半期は755,797千円の経

常損失）、四半期純損失は615,667千円（前年同四半期は536,891千円の四半期純損失）となりました。 

 また、第２四半期会計期間の業績につきましては、売上高1,244,088千円（前年同四半期比94.2％増）、営業利益

48,551千円(前年同四半期は424,553千円の営業損失）、経常利益33,690千円（前年同四半期は460,710千円の経常損

失）、四半期純損失は534,932千円（前年同四半期は267,532千円の四半期純損失）となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四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33,891千円減少し、6,229,644千円となりました。これは、売掛金及び受取手

形が301,505千円、たな卸資産が127,803千円増加しましたが、現金及び預金が214,616千円、繰延税金資産が254,406

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繰延税金資産が取崩しにより275,354千円減少したことなどにより394,607千円

減少し、3,202,638千円となりました。   

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて428,498千円減少し、9,432,282千円となりました。 

 

（負債）  

 流動負債は、前事業年度末に比べて680,347千円増加し、2,890,691千円となりました。これは、支払手形及び買掛

金が688,040千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486,145千円減少し、2,742,472千円となりました。これは、長期借入金が

493,260千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194,202千円増加し、5,633,163千円となりました。  

 

（純資産）  

 純資産合計は、前事業年度末に比べて622,701千円減少し、3,799,118千円となりました。これは、主に当第２四半

期純損失615,667千円の計上により利益剰余金が減少したことなどによるものです。  

  

（２）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現金及び現金同等物は787,220千円であり、前事業年度末と比べ204,616千円の減

少となりました。その内訳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２四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、201,740千円となりました。  

 これは、主に売上債権335,067千円並びにたな卸資産127,803千円の増加による資金支出がありましたが、仕入債務

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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688,040千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）  

 当第２四半期累計期間において、投資活動の結果得られた資金は、5,760千円となりました。  

 これは、有形固定資産の取得のため13,465千円の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

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）  

 当第２四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、412,117千円となりました。  

 これは、長期借入れによる収入295,000千円の資金増加がありましたが、長期借入金の返済644,974千円と社債の定

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。  

  

平成22年９月期の業績につきましては、本日発表しました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。  

  

  

棚卸資産の評価方法  

 当第２四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しましては、一部実地棚卸を省略し、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 1,253,220 1,467,836

受取手形及び売掛金 1,952,717 1,651,211

商品 3,436 4,382

原材料 685,955 769,996

仕掛品 2,064,755 1,851,964

その他 270,158 518,742

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 6,229,644 6,263,535

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,153,030 2,230,381

土地 571,287 571,287

その他（純額） 224,411 260,823

有形固定資産合計 2,948,730 3,062,492

無形固定資産 40,925 35,052

投資その他の資産 212,982 499,700

固定資産合計 3,202,638 3,597,246

資産合計 9,432,282 9,860,781

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,341,760 653,719

1年内返済予定の長期借入金 1,307,318 1,164,032

未払法人税等 6,460 6,427

賞与引当金 － 32,300

製品保証引当金 9,762 22,401

その他 225,390 331,463

流動負債合計 2,890,691 2,210,343

固定負債   

長期借入金 2,488,992 2,982,252

退職給付引当金 48,019 38,125

役員退職慰労引当金 179,168 187,762

その他 26,292 20,478

固定負債合計 2,742,472 3,228,617

負債合計 5,633,163 5,438,961
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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 1,438,220 1,438,220

資本剰余金 1,822,015 1,822,015

利益剰余金 592,465 1,208,132

自己株式 △42,819 △42,819

株主資本合計 3,809,880 4,425,547

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,904 △5,008

繰延ヘッジ損益 142 1,280

評価・換算差額等合計 △10,762 △3,728

純資産合計 3,799,118 4,421,819

負債純資産合計 9,432,282 9,860,781
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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 1,424,337 2,427,396

売上原価 1,234,823 1,649,738

売上総利益 189,514 777,658

販売費及び一般管理費 894,305 849,313

営業損失（△） △704,790 △71,655

営業外収益   

受取利息 1,303 449

受取配当金 886 1,340

原子力立地給付金 8,497 7,125

助成金収入 － 34,692

為替差益 7,920 －

その他 1,579 2,546

営業外収益合計 20,187 46,154

営業外費用   

支払利息 43,155 43,220

シンジケートローン手数料 22,000 －

その他 6,038 18,446

営業外費用合計 71,194 61,667

経常損失（△） △755,797 △87,168

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（△） △777,838 △87,306

法人税、住民税及び事業税 1,581 1,620

法人税等調整額 △242,528 526,740

法人税等合計 △240,947 528,360

四半期純損失（△） △536,891 △615,667
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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 640,578 1,244,088

売上原価 676,728 807,227

売上総利益又は売上総損失（△） △36,149 436,860

販売費及び一般管理費 388,403 388,309

営業利益又は営業損失（△） △424,553 48,551

営業外収益   

受取利息 603 178

受取配当金 886 950

助成金収入 － 12,101

為替差益 6,857 －

その他 275 2,159

営業外収益合計 8,623 15,390

営業外費用   

支払利息 21,219 20,832

シンジケートローン手数料 22,000 －

その他 1,560 9,419

営業外費用合計 44,780 30,251

経常利益又は経常損失（△） △460,710 33,690

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 16,425

特別利益合計 － 16,425

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △460,710 50,115

法人税、住民税及び事業税 810 810

法人税等調整額 △193,988 584,238

法人税等合計 △193,178 585,048

四半期純損失（△） △267,532 △534,932
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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   

税引前四半期純損失（△） △777,838 △87,306

減価償却費 158,243 134,714

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,700 △31,385

製品保証引当金の増減額（△は減少） △48,049 △12,639

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,286 9,894

受取利息及び受取配当金 △2,190 △1,790

支払利息 42,575 42,981

社債利息 580 239

シンジケートローン手数料 22,000 3,000

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） 1,884,790 △335,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △565,157 △127,803

未収消費税等の増減額（△は増加） 47,530 △8,415

仕入債務の増減額（△は減少） △1,056,555 688,040

その他 △123,340 △25,026

小計 △398,184 249,574

利息及び配当金の受取額 2,197 4,781

利息の支払額 △45,711 △42,577

事故保険金の受取額 47,190 －

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 △177,862 △1,502

営業活動によるキャッシュ・フロー △582,186 201,740

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 30,000 －

有形固定資産の取得による支出 △43,792 △13,465

無形固定資産の取得による支出 △500 －

その他 1,146 9,225

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,145 5,760

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） △142,000 －

長期借入れによる収入 1,144,000 295,000

長期借入金の返済による支出 △477,212 △644,974

リース債務の返済による支出 △2,007 △4,909

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

配当金の支払額 △94,263 △632

その他 △23,782 △6,601

財務活動によるキャッシュ・フロー 354,734 △412,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △240,598 △204,616

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 1,334,590 787,220
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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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