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1.  平成24年4月期第1四半期の連結業績（平成23年5月1日～平成23年7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 ％

24年4月期第1四半期 715 △30.0 51 △77.0 65 △71.3 46 △65.8
23年4月期第1四半期 1,022 7.0 225 53.1 226 43.6 136 52.2

（注）包括利益 24年4月期第1四半期 39百万円 （△67.8％） 23年4月期第1四半期 122百万円 （―％）

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

24年4月期第1四半期 438.39 ―
23年4月期第1四半期 1,276.67 ―

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

24年4月期第1四半期 7,249 6,798 93.8 64,423.81
23年4月期 7,274 6,810 93.6 63,873.95
（参考） 自己資本   24年4月期第1四半期  6,798百万円 23年4月期  6,810百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年4月期 ― 400.00 ― 200.00 600.00
24年4月期 ―
24年4月期（予想） 200.00 ― 200.00 400.00

3.  平成24年4月期の連結業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 1,502 △19.1 77 △71.5 97 △65.0 54 △69.1 506.46
通期 3,320 0.4 220 △11.5 260 △7.4 145 △16.4 1,359.93



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく 
  四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、 
  添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年4月期1Q 110,393 株 23年4月期 110,393 株
② 期末自己株式数 24年4月期1Q 4,872 株 23年4月期 3,770 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期1Q 106,083 株 23年4月期1Q 106,623 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況が続くなか、徐々に回

復の兆候が見られました。世界経済において、アジア各国では依然として緩やかな景気回復の傾向が続きました

が、原油高をはじめとした世界的なインフレ懸念や、欧米各国における金融・財政問題などが顕在化し、景気回復

のペースが鈍化しました。 

 電子部品業界におきましては、スマートフォンなど携帯型情報端末の需要が拡大する一方で、パソコンの需要は

低調に推移しました。また、アジアを中心とした海外での生産比率が高まり、国内における製造環境は一層厳しい

ものとなりました。 

 このような情勢のもと、当社グループは、生産性改善やコストダウンについて継続的に取り組むとともに、プリ

ント配線板加工事業においては次世代加工技術の確立、化学材料事業においては新製品開発に注力しました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同四半期比30.0％減）となりました。 

 営業利益は 千円（前年同四半期比77.0％減）、経常利益は 千円（前年同四半期比71.3％減）、四半

期純利益は 千円（前年同四半期比65.8％減）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①プリント配線板加工事業 

 プリント配線板加工事業におきましては、パソコンなどの 終製品の需要減に伴い、半導体パッケージ向けのフ

ラットプラグ加工の需要が伸び悩みました。 

 以上により、プリント配線板加工事業の売上高は521,950千円（前年同四半期比22.4％減）、セグメント利益は

177,739千円（前年同四半期比29.0％減）となりました。 

②化学材料事業 

 化学材料事業におきましては、基板保護コーティング材料や防水スプレー材料は堅調に推移したものの、小型モ

ーター向けオイルバリヤ材料などにおいて在庫調整の影響を強く受けました。 

 また、山梨工場におきましては引続き本格稼働の準備に注力しました。 

 以上により、化学材料事業の売上高は139,247千円（前年同四半期比10.5％減）、セグメント損失は31,501千円

（前年同四半期は33,472千円の利益）となりました。 

③設備機器関連事業 

 設備機器関連事業におきましては、大型設備案件の受注がないことに加え、プリント配線板加工用材料の受注が

低調に推移しました。 

 以上により、設備機器関連事業の売上高は、54,350千円（前年同四半期比72.0％減）、セグメント利益は19,077

千円（前年同四半期比57.3％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況   

 当第１四半期末の総資産は 千円（前連結会計年度末比25,084千円減）となりました。この内、流動資

産は 千円（前連結会計年度末比255,640千円増）となりました。これは主に現金及び預金が300,413千

円、たな卸資産が15,389千円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が34,669千円減少したことによるものです。 

 固定資産は 千円（前連結会計年度末比280,724千円減）となりました。これは主に有形固定資産が

57,497千円、投資その他の資産が217,129千円減少したことによるものです。 

 負債は 千円（前連結会計年度末比12,716千円減）となりました。この内、流動負債は318,877千円（前連

結会計年度末比15,969千円減）となりました。これは主に買掛金が31,020千円減少したことによるものです。 

 固定負債は 千円（前連結会計年度末比3,253千円増）となりました。  

 純資産は 千円（前連結会計年度末比12,367千円減）となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は93.8％（前連結会計年度末は93.6％）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月７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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

715,548

51,851 65,170

46,505

7,249,747

4,223,983

3,025,763

451,682

132,804

6,798,064



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,847,710 3,148,124

受取手形及び売掛金 921,879 887,210

商品及び製品 5,859 9,915

仕掛品 4,128 4,293

原材料及び貯蔵品 49,879 61,048

繰延税金資産 25,868 16,803

未収還付法人税等 66,541 70,325

その他 47,109 27,596

貸倒引当金 △634 △1,334

流動資産合計 3,968,343 4,223,983

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,844,479 2,848,582

減価償却累計額 △1,398,373 △1,427,703

建物及び構築物（純額） 1,446,106 1,420,879

機械装置及び運搬具 1,975,110 1,978,315

減価償却累計額 △1,578,534 △1,610,828

機械装置及び運搬具（純額） 396,576 367,487

工具、器具及び備品 226,858 228,597

減価償却累計額 △184,644 △189,197

工具、器具及び備品（純額） 42,213 39,399

土地 469,974 469,974

建設仮勘定 3,307 2,940

有形固定資産合計 2,358,177 2,300,680

無形固定資産 67,480 61,381

投資その他の資産   

投資有価証券 367,267 358,835

長期貸付金 24,854 24,131

繰延税金資産 43,512 41,636

その他 473,675 266,855

貸倒引当金 △28,480 △27,757

投資その他の資産合計 880,830 663,701

固定資産合計 3,306,488 3,025,763

資産合計 7,274,831 7,249,747



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 127,703 96,682

未払法人税等 770 747

賞与引当金 62,549 32,213

その他 143,824 189,233

流動負債合計 334,847 318,877

固定負債   

長期未払金 94,211 94,217

退職給付引当金 30,340 32,927

その他 5,000 5,660

固定負債合計 129,551 132,804

負債合計 464,398 451,682

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 3,729,075 3,754,256

自己株式 △192,179 △222,594

株主資本合計 6,785,095 6,779,861

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,520 7,060

繰延ヘッジ損益 △23 －

為替換算調整勘定 12,839 11,142

その他の包括利益累計額合計 25,336 18,203

純資産合計 6,810,432 6,798,064

負債純資産合計 7,274,831 7,249,747



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 1,022,059 715,548

売上原価 514,276 396,338

売上総利益 507,783 319,210

販売費及び一般管理費 282,654 267,359

営業利益 225,129 51,851

営業外収益   

受取利息 3,636 4,980

受取配当金 429 664

受取賃貸料 10,478 11,107

その他 1,447 1,013

営業外収益合計 15,992 17,766

営業外費用   

為替差損 12,328 2,883

貸与資産減価償却費 2,053 1,515

その他 1 48

営業外費用合計 14,384 4,447

経常利益 226,737 65,170

特別利益   

前期損益修正益 332 －

固定資産売却益 300 292

特別利益合計 632 292

特別損失   

特別損失合計 － －

税金等調整前四半期純利益 227,370 65,462

法人税、住民税及び事業税 51,244 4,299

法人税等調整額 40,003 14,657

法人税等合計 91,247 18,957

少数株主損益調整前四半期純利益 136,122 46,505

四半期純利益 136,122 46,505



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 136,122 46,505

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,979 △5,459

繰延ヘッジ損益 77 23

為替換算調整勘定 △4,011 △1,697

その他の包括利益合計 △13,913 △7,133

四半期包括利益 122,208 39,372

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 122,208 39,372

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

  
プリント配線板

加工事業 
化学材料
事業 

設備機器 
関連事業  

合計

売上高         

外部顧客への売上高  672,473  155,566  194,020  1,022,059

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  －

計  672,473  155,566  194,020  1,022,059

セグメント利益  250,167  33,472  44,706  328,347

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  328,347

セグメント間取引消去  315

全社費用（注）  △103,533

四半期連結損益計算書の営業利益  225,129



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年５月１日 至 平成23年７月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

  
プリント配線板

加工事業 
化学材料
事業 

設備機器 
関連事業  

合計

売上高         

外部顧客への売上高  521,950  139,247  54,350  715,548

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  －

計  521,950  139,247  54,350  715,548

セグメント利益又は損失（△）  177,739  △31,501  19,077  165,315

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  165,315

セグメント間取引消去  △1,699

全社費用（注）  △111,763

四半期連結損益計算書の営業利益  51,851

（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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