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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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、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 ％

22年3月期第3四半期 14,979 △34.9 117 41.6 △232 ― △369 ―

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

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3月期第3四半期 △26.41 ―

21年3月期第3四半期 △65.67 ―

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

22年3月期第3四半期 18,986 2,612 13.1 177.42
21年3月期 20,302 2,920 13.8 200.43

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,479百万円 21年3月期  2,800百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 20,700 △12.3 △50 ― △350 ― △500 ― △35.78
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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、５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） 

(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．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。業績予想の前提となる条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当社の四半期連結財務諸表に掲載される科目その他の事項への金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結累計期間
より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度についても百万円単位に組替え表示しておりま
す。 

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

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,382株 21年3月期  1,382株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 13,974,618株 21年3月期第3四半期 13,974,680株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、中国をはじめとした新興国の景気拡大はみられたも

のの、欧米においては依然として企業業績は低迷し、個人消費も低調に推移するなど全体的な回復には

至らず先行きが不透明なまま推移いたしました。  

 わが国経済におきましては、政府の緊急経済対策や中国等アジア向けの需要拡大により一部の分野に

持ち直しの兆しが見られたものの、雇用や個人所得の不安を背景に個人消費は低迷し、またデフレ状況

が進行するなど厳しい状況が続きました。  

 プリント配線板業界におきましては、政府主導によるエコポイント制度やエコカー減税の継続等の効

果により、デジタル家電関連やホームアプライアンス関連、カーエレクトロニクス関連の一部には低迷

期を脱した感はあるものの、依然として全体的な需要回復には至っておりません。  

 このような情勢のなか当社グループは、プリント配線板事業におきましては、国内営業ではハイブリ

ッドカーを柱に需要が上向いてきたカーエレクトロニクス関連を中心に活動を展開するとともに、太陽

光発電等のソーラーシステムやLED関連商品といった環境関連分野へのプリント配線板供給の強化を図

りました。海外営業につきましては、景気拡大が著しい中国を中心としたアジア市場をターゲットに営

業活動を展開いたしました。生産活動におきましては、労働生産性向上・リードタイムの短縮等を進め

生産体制の強化を図るとともに、品質向上及び各種固定費削減の活動を推進してまいりました。また、

透明フレキシブル基板（SPET）や超柔軟配線板（Wavy Roll P.W.B）、極薄基板等の新製品開発を進め

ました。 

 プリント配線板外観検査機事業におきましては、当期新たに開発いたしました両面同時撮像方式の新

型機種を加えてラインナップの充実を図りました。  

 しかしながら、国内外とも本格的な回復基調には至らず厳しい受注環境が継続したことから、当第３

四半期連結累計期間における売上高は14,979百万円となり、前年同期比では、8,028百万円（34.9％

減）の減収となりました。  

 損益につきましては、大幅な売上高の減収はあったものの、販売費及び一般管理費の圧縮や生産体制

の再構築及び製造原価低減策の取組み等により、117百万円の営業利益を確保し、前年同期比では34百

万円（41.6％増）の増益となりました。経常損益につきましては、受取配当金の減少や持分法適用会社

の業績の悪化から持分法による投資損失を計上したことなどにより232百万円の経常損失となりました

が、前年同期比では22百万円の改善となりました。 

 四半期純損益につきましては、役員退職慰労引当金戻入額はあったものの繰延税金資産の取崩し等に

より369百万円の四半期純損失となりましたが、当期は事業環境の悪化に伴うのれんの減損の発生等が

なかったことから、前年同期比では548百万円の改善となりました。  

  

・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
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当第３四半期末の資産合計は、18,986百万円（前連結会計年度末比1,316百万円減）となりまし

た。その内訳は、流動資産が9,234百万円（前連結会計年度末比1,370百万円減）、固定資産が9,752

百万円（前連結会計年度末比54百万円増）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、前連結会計年度末に比して受注状況が改善したことから、受取手形及び売掛金が238

百万円、仕掛品が153百万円増加しましたが、借入金を返済したこと、支払条件の変更や固定資産の

支出等により現金及び預金が1,382百万円減少したこと、構造改革の進展により製品並びに原材料を

圧縮したことにより184百万円減少しております。  

 固定資産のうち有形固定資産については、白井電子科技(珠海)有限公司等に設備投資したことから

217百万円増加しております。一方、投資その他の資産については、繰延税金資産を取崩したことか

ら194百万円減少しております。  

当第３四半期末の負債合計は、16,374百万円（前連結会計年度末比1,007百万円減）となりまし

た。その内訳は、流動負債が8,020百万円（前連結会計年度末比349百万円減）、固定負債が8,354百

万円（前連結会計年度末比658百万円減）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、設備投資により設備関係手形が58百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が支払

条件の変更等により92百万円減少したことや、返済により借入金関連が363百万円減少したことによ

るものであります。  

 固定負債は、役員退職慰労引当金からの振替により長期未払金が185百万円増加しましたが、長期

借入金の返済及び役員の退任による役員退職慰労引当金の取崩しがあったことから756百万円減少し

ております。  

当第３四半期末の純資産合計は、2,612百万円（前連結会計年度末比308百万円減）となりました。

その主な増減要因は四半期純損失を369百万円計上したことによるものであります。  

  

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は2,272百万円となり、前年同

期比では1,324百万円減少いたしました。 

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、35百万円の流出とな

り、前年同期比では７百万円の流出増加となりました。 

 その主な増減要因は、仕入債務の増減額が1,341百万円増加したことや、税金等調整前四半期純損

失が568百万円減少しましたが、売上債権の増減額が1,579百万円増加したことや、たな卸資産の増減

額が384百万円増加したことにより流出が増加したことによるものであります。 

当第３四半期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、650百万円の流出とな

り、前年同期比では1,192百万円の流出減少となりました。 

 その主な増減要因は、前第３四半期連結累計期間末には株式会社ミスズの株式取得により690百万

円の支出があったことと、有形固定資産の取得による支出が569百万円減少したことによるものであ

ります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

① 資産

② 負債

③ 純資産

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
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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、690百万円の支出とな

り、前年同期比では2,672百万円獲得減少となりました。 

 その主な増減要因は、前第３四半期連結累計会計期間末にはシンジケートローン等を実施したこと

による3,000百万円獲得があり、増加していたこと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21年11月13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22年２月12日）公表の

「営業外損失の発生及び平成22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。 

  
  

該当事項はありません。 

  

 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。 

 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。 

 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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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

（簡便な会計処理）

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② 棚卸資産の評価方法

④ 経過勘定項目の算定方法

⑤ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

(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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,822 4,204

受取手形及び売掛金 4,802 4,563

製品 782 821

仕掛品 361 207

原材料及び貯蔵品 276 413

繰延税金資産 59 45

その他 130 350

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 9,234 10,605

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,777 1,758

その他（純額） 3,399 5,201

有形固定資産合計 7,177 6,960

無形固定資産 289 257

投資その他の資産 2,285 2,480

固定資産合計 9,752 9,697

資産合計 18,986 20,302
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,849 3,942

短期借入金 1,285 1,823

1年内返済予定の長期借入金 1,793 1,618

未払法人税等 105 5

賞与引当金 80 75

その他 906 904

流動負債合計 8,020 8,369

固定負債   

長期借入金 6,993 7,295

退職給付引当金 805 777

役員退職慰労引当金 － 454

その他 555 485

固定負債合計 8,354 9,012

負債合計 16,374 17,382

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,361 1,361

資本剰余金 1,476 1,476

利益剰余金 △65 308

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,772 3,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25 △48

為替換算調整勘定 △267 △296

評価・換算差額等合計 △293 △345

少数株主持分 133 119

純資産合計 2,612 2,920

負債純資産合計 18,986 20,302
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 23,007 14,979

売上原価 20,223 12,729

売上総利益 2,783 2,249

販売費及び一般管理費 2,700 2,132

営業利益 82 117

営業外収益   

受取利息 15 2

受取配当金 12 11

投資不動産賃貸料 51 51

持分法による投資利益 4 －

その他 38 53

営業外収益合計 124 119

営業外費用   

支払利息 117 130

為替差損 101 114

持分法による投資損失 － 47

開業費 183 149

その他 61 27

営業外費用合計 463 469

経常損失（△） △255 △232

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 104

固定資産売却益 4 15

貸倒引当金戻入額 4 0

特別利益合計 8 120

特別損失   

固定資産廃棄損 14 14

関係会社株式評価損 － 8

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 9 －

ゴルフ会員権評価損 3 －

減損損失 429 －

特別損失合計 457 23

税金等調整前四半期純損失（△） △704 △135

法人税、住民税及び事業税 72 101

法人税等調整額 137 118

法人税等合計 209 219

少数株主利益 3 13

四半期純損失（△） △917 △369
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △135

減価償却費 396 368

減損損失 429 －

リース資産減損勘定の取崩額 △90 △67

のれん償却額 75 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △120 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62 28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99 △454

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △1

受取利息及び受取配当金 △28 △14

支払利息 117 130

為替差損益（△は益） 58 36

固定資産売却損益（△は益） △4 △14

固定資産廃棄損 14 14

関係会社株式評価損 － 8

投資有価証券評価損益（△は益） 9 －

持分法による投資損益（△は益） △4 47

売上債権の増減額（△は増加） 1,345 △233

たな卸資産の増減額（△は増加） 407 22

仕入債務の増減額（△は減少） △1,445 △104

未払消費税等の増減額（△は減少） △13 △47

その他 22 292

小計 423 △119

利息及び配当金の受取額 28 14

利息の支払額 △127 △130

法人税等の支払額 △398 △5

法人税等の還付額 44 205

営業活動によるキャッシュ・フロー △28 △35

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 － △70

定期預金の払戻による収入 51 10

有形固定資産の取得による支出 △1,205 △636

有形固定資産の売却による収入 8 21

無形固定資産の取得による支出 △10 △46

投資有価証券の取得による支出 △60 △159

投資有価証券の売却による収入 － 150

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 －

その他 64 80

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,843 △650
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △537

長期借入れによる収入 3,950 970

長期借入金の返済による支出 △1,158 △1,097

リース債務の返済による支出 － △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,982 △690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68 △44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42 △1,420

現金及び現金同等物の期首残高 3,554 3,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △21

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,597 2,272
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前第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) 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

前第３四半期連結累計期間 

（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のための基本となる重要な事項等の変更」２(1)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15百万円減少しております。 

(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 
(百万円)

プリント
配線板外観検
査機事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 22,552 435 384 23,372 (365) 23,007

営業利益又は営業損失(△) 43 34 △7 69 12 82

プリント 
配線板事業 
(百万円)

プリント
配線板外観検
査機事業 
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 14,690 323 309 15,324 (345) 14,979

営業利益 82 25 4 113 3 117
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前第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) 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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 前第３四半期連結累計期間 

その他の地域の区分に属する主な国は、米国であります。 

当第３四半期連結累計期間 

第１四半期連結会計期間より、Shirai Electronics Technology America，Inc.につきましては休眠会社

であり、重要性が乏しいため連結の範囲から除外しております。  

これに伴い、所在地別セグメントの「その他の地域」につきましては実績が無くなったため、第１四半期

連結会計期間より記載しておりません。  

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

前第３四半期連結累計期間 

（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のための基本となる重要な事項等の変更」２(1)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15百万円増加しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

中国・香港
(百万円)

その他の
地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 12,541 11,806 51 24,399 (1,392) 23,007

営業利益又は営業損失(△) △152 312 4 165 (82) 82

日本 
(百万円)

中国・香港
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高 9,603 6,357 15,961 (982) 14,979

営業利益又は営業損失(△) △0 122 122 (5) 117

(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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