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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、20年３月期第３四半期については潜在株式が存在しないため、21年３月期第３四半期については１株当たり
四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。  

(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 ％

21年3月期第3四半期 23,007 ― 82 ― △255 ― △917 ―

20年3月期第3四半期 25,301 6.2 134 △87.6 207 △81.4 174 △78.7

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

21年3月期第3四半期 △65.67 ―

20年3月期第3四半期 12.49 ―

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

21年3月期第3四半期 20,551 3,907 18.4 270.26
20年3月期 22,059 5,035 22.3 351.24

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,776百万円 20年3月期  4,908百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3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 26,700 △19.1 △100 ― △500 ― △1,014 ― △72.56

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・財務諸表等】 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 
１ 平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表いたしました業績予想数値を変更しております。詳細につきましては、本日（平成21年２月
13日）公表の「関係会社株式評価損の計上及びのれんの減損損失の計上並びに平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３ 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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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） 21年3月期第3四半期  13,976,000株 20年3月期  13,976,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,320株 20年3月期  1,320株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  13,976,000株 20年3月期第3四半期  13,976,000株

1



※前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機が猛

烈なスピードで全世界の実体経済に深刻な影響を及ぼしたことから、これまで好調を維持していた自動

車産業も業績の悪化が顕在化するなど、景気の状態は100年に一度と言われるまで悪化しました。  

わが国経済におきましても、このような海外での状況に加え急激な円高による影響が企業業績を圧迫

したことに伴い、雇用情勢も急速に悪化したことにより個人消費も冷え込み、景気は後退局面に入った

ことが鮮明となりました。  

プリント配線板業界におきましては、これまで比較的好調に推移しておりました薄型テレビをはじめ

としたデジタル家電関連、カーエレクトロニクス関連でも、世界規模の生産・在庫調整が実施されたこ

とにより非常に厳しい状況となりました。 

このような情勢のなか当社グル－プは、グローバルな営業、生産体制の強化を図るとともに、プリン

ト配線板外観検査機のラインナップの充実、新製品の開発、品質向上及び原価低減活動を推進してまい

りましたが、国内外とも秋口以降の景気後退の影響並びに円高の進展により、当第３四半期連結累計期

間の連結売上高は23,007百万円(前年同期比9.0％減2,293百万円減収)となりました。 

損益につきましては、減収となったものの国内では、高止まりした原材料価格及び製品仕入価格の一

部を売価転嫁できたことや、経費削減効果から回復基調となりました。一方、海外では減収に加え、競

争激化による収益率が悪化したことから、営業利益は82百万円(前年同期比51百万円減益)となりまし

た。 

経常損益につきましては、円高による為替差損が増加したことや、持分法適用会社の損益が大幅に悪

化したこと及び「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を第１四半

期連結会計期間から適用したことにより、中国での開業費を営業外費用に計上したことから255百万円

(前年同期比463百万円減益)の経常損失となりました。四半期純損益につきましては、事業環境の悪化

に伴う収益性の低下によりのれんの減損を実施したことから917百万円(前年同期比1,092百万円減益)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 

① 資産 

当第３四半期末の資産合計は、20,551百万円(前連結会計年度末比1,508百万円減)となりました。  

 その内訳は、流動資産が12,533百万円(前連結会計年度末比1,669百万円減)、固定資産が8,017百万円

(前連結会計年度末比160百万円増)であり、主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動資産は、減収に伴う売上債権の減少及び棚卸資産を圧縮したことに加え、円高の進展による為替

の影響から海外子会社の円換算額が減少いたしました。  

 固定資産のうち有形固定資産については、平成20年４月14日に取得いたしました株式会社ミスズを第

１四半期連結会計期間に連結対象子会社としたことや、中国珠海市で建設中である白井電子科技(珠海)

有限公司の新工場に関する建設仮勘定を計上したことなどにより、1,172百万円増加いたしました。  

 一方、投資その他の資産では、前連結会計年度末に株式会社ミスズの取得価額を投資有価証券として

計上しておりましたが、連結対象子会社となったため消去したことなどにより995百万円減少いたしま

した。  

② 負債 

当第３四半期末の負債合計は、16,643百万円(前連結会計年度末比380百万円減)となりました。  

 その内訳は、流動負債が9,702百万円(前連結会計年度末比3,224百万円減)、固定負債が6,941百万円

(前連結会計年度末比2,843百万円増)であり、主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動負債は、受注量の低下に伴う仕入債務の減少、シンジケートローン実行前の繋ぎ資金として借入

れた短期借入金の返済及び株式会社ミスズの取得に伴う代金を決済したことなどにより減少いたしまし

た。固定負債では、シンジケートローンの一部を実行したことなどにより長期借入金が増加いたしまし

た。  

③ 純資産 

当第３四半期末の純資産合計は、3,907百万円(前連結会計年度末比1,128百万円減)となりました。主

な減少要因は、917百万円の四半期純損失を計上したこと及び「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」を第１四半期連結会計期間から適用したことにより期首の利益剰余

金が82百万円減少したこと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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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて42百万円増加の3,597百

万円となりました。  

(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、28百万円の流出となりま

した。その主な増減要因は、売上債権の減少額1,345百万円やたな卸資産の減少額407百万円により資金

の獲得となりましたが、税金等調整前四半期純損失が704百万円であったことや仕入債務の減少額1,445

百万円資金が流出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３四半期末連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,843百万円の流出と

なりました。その主な増減要因は、株式会社ミスズの株式取得(連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出)により690百万円支出したことと、有形固定資産の取得による支出1,205百万円による

ものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,982百万円の獲得とな

りました。その主な増減要因は、長期借入れによる収入3,950百万円によるものであります。 
  

当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成20年11月14日に公表いたしました通期の連結業績予

想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成21年２月13日）公表の

「関係会社株式評価損の計上及びのれんの減損損失の計上並びに平成21年３月期業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理）  
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
② 棚卸資産の評価方法  
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、実地棚卸を省略し、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。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。なお、営業循環過程から外れた滞留又は処分見
込等の棚卸資産で第２四半期連結会計期間末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げている場
合には、当第３四半期連結会計期間に著しい状況の変化がないと認められる限り、第２四半期連結会
計期間末における貸借対照表価額を引き続き計上する方法によっております。 
③ 固定資産の減価償却費の算定方法  
減価償却の方法として定率法を採用している資産については、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する方法によっております。 
④ 経過勘定項目の算定方法  
固定費的な要素が大きく、合理的な算定方法によって見積った概算額で計上する方法によっており
ます。 
⑤ 未実現損益の消去  
前連結会計年度から取引状況に大きな変化が無いと認められるため、前連結会計年度で使用した損
益率を使用して計算しております。 

（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。 

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
② 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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(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。これに伴い、従来と同一の方法によった場合と比
べ、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益が15,982千円それぞれ減少し、経常損失、税
金等調整前四半期純損失が15,982千円それぞれ増加しております。なお、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。 
③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用  
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の
経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ212,440千円増加しております。 

  

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
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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20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,247,287 4,204,550

受取手形及び売掛金 5,847,452 7,261,038

製品 1,112,194 1,235,082

仕掛品 247,631 362,105

原材料及び貯蔵品 529,126 706,585

繰延税金資産 203,473 213,130

その他 350,451 224,579

貸倒引当金 △3,634 △3,776

流動資産合計 12,533,983 14,203,296

固定資産   

有形固定資産 4,944,053 3,771,579

無形固定資産 291,889 308,545

投資その他の資産 2,781,186 3,776,560

固定資産合計 8,017,128 7,856,685

資産合計 20,551,112 22,059,981

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,146,228 7,704,964

短期借入金 1,254,245 2,043,187

1年内返済予定の長期借入金 1,460,502 1,344,802

賞与引当金 114,507 218,118

未払法人税等 12,787 212,763

その他 713,785 1,402,811

流動負債合計 9,702,056 12,926,647

固定負債   

長期借入金 5,378,104 2,564,774

退職給付引当金 777,677 691,193

役員退職慰労引当金 471,035 451,309

その他 314,567 390,232

固定負債合計 6,941,384 4,097,509

負債合計 16,643,440 17,024,157
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,361,720 1,361,720

資本剰余金 1,476,220 1,476,220

利益剰余金 995,055 1,994,992

自己株式 △67 △67

株主資本合計 3,832,928 4,832,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,449 112,945

為替換算調整勘定 △71,559 △37,366

評価・換算差額等合計 △56,109 75,579

少数株主持分 130,854 127,381

純資産合計 3,907,672 5,035,824

負債純資産合計 20,551,112 22,059,981
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 23,007,545

売上原価 20,223,891

売上総利益 2,783,654

販売費及び一般管理費 2,700,808

営業利益 82,845

営業外収益  

受取利息 15,907

受取配当金 12,936

投資不動産賃貸料 51,939

持分法による投資利益 4,926

その他 38,813

営業外収益合計 124,524

営業外費用  

支払利息 117,159

為替差損 101,177

開業費 183,325

その他 61,350

営業外費用合計 463,013

経常損失（△） △255,643

特別利益  

固定資産売却益 4,242

貸倒引当金戻入額 4,294

特別利益合計 8,536

特別損失  

固定資産処分損 14,655

投資有価証券評価損 9,282

ゴルフ会員権評価損 3,800

減損損失 429,736

特別損失合計 457,473

税金等調整前四半期純損失（△） △704,580

法人税、住民税及び事業税 72,650

法人税等調整額 137,069

法人税等合計 209,719

少数株主利益 3,472

四半期純損失（△） △917,772
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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（△） △704,580

減価償却費 396,671

減損損失 429,736

リース資産減損勘定の取崩額 △90,721

のれん償却額 75,835

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,313

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99,542

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,776

受取利息及び受取配当金 △28,844

支払利息 117,159

為替差損益（△は益） 58,697

固定資産売却損益（△は益） △4,242

固定資産処分損益（△は益） 14,655

投資有価証券評価損益（△は益） 9,282

持分法による投資損益（△は益） △4,926

売上債権の増減額（△は増加） 1,345,965

たな卸資産の増減額（△は増加） 407,096

仕入債務の増減額（△は減少） △1,445,946

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,816

その他 22,018

小計 423,806

利息及び配当金の受取額 28,844

利息の支払額 △127,456

法人税等の支払額 △398,250

法人税等の還付額 44,885

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,170

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 51,204

有形固定資産の取得による支出 △1,205,530

有形固定資産の売却による収入 8,169

無形固定資産の取得による支出 △10,293

投資有価証券の取得による支出 △60,745

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△690,501

その他 64,531

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,843,165

8

シライ電子工業株式会社（6658)平成21年3月期第3四半期決算短信



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） △808,630

長期借入れによる収入 3,950,000

長期借入金の返済による支出 △1,158,661

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,982,708

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,737

現金及び現金同等物の期首残高 3,554,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,597,287
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）  

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２  各事業の主な内容  

 (1)プリント配線板事業・・・・・・・プリント配線板の製造販売  

 (2)プリント配線板外観検査機事業・・プリント配線板外観検査機の開発・販売 

 (3)その他の事業・・・・・・・・・・運送業及び人材派遣・業務請負 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

（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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第１四半期

連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。  

  これに伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の「プリント配線板事

業」の営業利益が15,982千円減少しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ その他の地域の区分に属する主な国は、米国であります。 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

（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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第１四半期

連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。  

 これに伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の「日本」の営業損失が

15,982千円増加しております。 

(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】

プリント 
配線板事業 
(千円)

プリント
配線板外観検
査機事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 22,552,542 435,681 384,357 23,372,581 (365,035) 23,007,545

営業利益又は営業損失(△) 43,137 34,151 △7,373 69,915 12,930 82,845

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

中国・香港
(千円)

その他の
地域 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 12,541,203 11,806,660 51,886 24,399,751 (1,392,205) 23,007,545

営業利益又は営業損失(△) △152,068 312,643 4,716 165,292 (82,446) 82,845

10

シライ電子工業株式会社（6658)平成21年3月期第3四半期決算短信



当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。この結果、期首の利益剰余金が82,163千円減少しております。 

(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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               （単位：千円） 

 
  

「参考資料」

(1)（要約）前第３四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 25,301,457

Ⅱ 売上原価 22,408,870

   売上総利益 2,892,586

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,757,762

   営業利益 134,823

Ⅳ 営業外収益 244,212

Ⅴ 営業外費用 171,054

   経常利益 207,982

Ⅵ 特別利益 5,550

Ⅶ 特別損失 25,589

   税金等調整前四半期純利益 187,942

   法人税、住民税及び事業税 96,757

   法人税等調整額 △94,902

   少数株主利益 11,519

   四半期純利益 174,567
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                    （単位：千円） 

(2)（要約）前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 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利益 187,942

   減価償却費 443,806

   賞与引当金の増減額 △101,773

   退職給付引当金の増加額 61,110

   役員退職慰労引当金の増加額 33,584

   貸倒引当金の増減額 △135

   受取利息及び受取配当金 △32,285

   支払利息 91,827

   為替差損益 34,995

   固定資産売却益 △5,007

   固定資産処分損 25,589

   投資有価証券売却損益 67

   持分法による投資利益 △115,103

   売上債権の増加額 △891,915

   たな卸資産の増加額 △6,866

   仕入債務の増加額 93,010

   未払消費税等の増減額 17,800

   その他 59,344

    小計 △104,008

   利息及び配当金の受取額 10,247

   利息の支払額 △100,542

   法人税等の支払額 △114,513

   法人税等の還付額 6,447

  営業活動によるキャッシュ・フロー △302,369

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入れによる支出 △100,000

   定期預金の払戻による収入 114,400

   有価証券の償還による収入 17,965

   有形固定資産の取得による支出 △824,914

   有形固定資産の売却による収入 10,000

   無形固定資産の取得による支出 △41,627

   投資有価証券の取得による支出 △10,110

   投資有価証券の売却による収入 108

   出資証券の売却による収入 100

   その他 △49,900

  投資活動によるキャッシュ・フロー △883,976

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 1,442,443

   長期借入れによる収入 1,530,000

   長期借入金の返済による支出 △1,069,792

   配当金の支払額 △69,873

   少数株主への配当金の支払額 △2,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,830,778

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,928

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 606,504

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,171,494

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,777,999
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(3)セグメント情報 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

（単位：千円） 

 
  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1)プリント配線板事業・・・・・・・プリント配線板の製造販売  

(2)プリント配線板外観検査機事業・・プリント配線板外観検査機の開発・販売  

(3)その他の事業・・・・・・・・・・運送業及び人材派遣・業務請負  

３ 営業費用はすべて各セグメントに配分しているので、配賦不能営業費用はありません。  

４ 従来、全セグメントの売上高の合計額、営業利益の合計額に占める「プリント配線板事業」の割合がいずれ 

も90％を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、「プリント配線板

外観検査機事業」の重要性が増したことから、当四半期より事業の種類別セグメント情報を記載することと

いたしました。  

  

  

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

（単位：千円） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  

２ その他の地域の区分に属する主な国は、米国であります。  

３ 営業費用はすべて各セグメントに配分しているので、配賦不能営業費用はありません。  

４ 会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法を法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。  

これに伴い、前年同四半期と同一の方法によった場合と比べ、「日本」の営業費用は9,327千円増加し、営

業利益が同額減少しております。  

５ 追加情報 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産につい

ては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。  

これに伴い、前年同四半期と同一の方法によった場合と比べ、「日本」の営業費用は16,379千円増加し、営

業利益が同額減少しております。  

６ 所在地別セグメントの名称については、従来、「日本」「香港」としておりましたが、連結子会社の増加に

伴い、「香港」を「中国・香港」に変更しております。  

なお、所在地の区分に変更はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】

プリント 
配線板事業

プリント
配線板外観 
検査機事業

その他の
事業

計
消去 
又は全社

連結

売上高 24,878,165 426,107 443,677 25,747,950 (446,493) 25,301,457

営業費用 24,819,914 359,176 445,551 25,624,642 (458,009) 25,166,633

営業利益又は営業損失(△) 58,251 66,930 △1,874 123,308 11,515 134,823

【所在地別セグメント情報】

日本 中国・香港 その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高 14,215,076 13,032,370 44,310 27,291,758 (1,990,301) 25,301,457

営業費用 14,614,599 12,495,571 40,282 27,150,454 (1,983,820) 25,166,633

営業利益 
又は営業損失(△)

△399,522 536,798 4,028 141,304 (    6,480) 134,823
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