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１. 四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 

２. 平成 19 年３月期 第１四半期業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 

 （1） 経営成績                         （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

売上高 営業損失 経常損失 四半期（当期） 

純 損 失 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19 年３月期第１四半期 394 (45.2) △111 (―) △127 (―) △76 (―) 

18 年３月期第１四半期 271 (―) △191 (―) △246 (―) △150 (―) 

（参考）18 年３月期 2,788  △38  △114  △162  

 

１株当たり四半期 

（当期）純損失 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純損失 

円 銭 円 銭 

19 年３月期第 1 四半期 △1,527 27 ―  

18 年 ３月 期 第 1 四 半 期 △15,628 90 ―  

（参考）18 年３月期 △3,278 93 ―  

 

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当社は、独自技術による目の残像効果を応用したＬＥＤ（発光ダイオード）表示機を開発・販売するファブレスメーカー（製造設

備等を自社で保有せず、外注先へ製造委託する業務形態を取るメーカー）で、経営の重要課題として、映像看板による販売促

進手法の普及、映像コンテンツ収入を中心とした運営事業収入の増加及び安定化、プロジェクト案件の受注強化、広告媒体事

業の展開等に取り組んでおります。 

当期は、特に映像看板や映像コンテンツの売上増加と新たなマーケット開拓のための積極的営業推進を図るとともに、コスト

ダウンや在庫管理の厳正化といった経営体質の強化を進める、いわば守りと攻めの両方に重点を置いた事業展開を進めており

ます。 

そのため、平成 18 年６月１日付で、指揮命令系統の簡素化と、営業販売体制の強化を目的にした組織変更を実施し、課題解

決に向けた体制整備を行いました。 

当第１四半期は、情報機器事業では大手パチンコホール向け販売を中心に相応の実績は積み上がったものの、例年通り新

規出店や改装が当社事業年度の下期に偏る傾向から、そのペースは低調なものにとどまりました。 

運営事業においては、映像コンテンツ収入が引続き好調であり、当第１四半期の売上は 31 百万円（前年同期比 52.0％増）と、

安定した基盤収益として当社の業績に寄与する度合いは高まっております。 

また、期初において経費予算の抜本的見直しを行い、部門別予算管理を導入するとともに、製品・原材料の流通・管理コスト

の削減、研究開発費の製品開発や原価低減への重点配分など、業務の効率化と経営資源配分の見直しを通して、当第１四半

期の販売費及び一般管理費は 234 百万円（前年同期比 18.0％減）となり、計画通りの経費削減を達成することができました。 

この結果、当第１四半期における売上高は 394 百万円、営業損失 111 百万円、経常損失 127 百万円、四半期純損失は 76



百万円となりました。 
 

（2） 財政状態の変動状況 

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 

19 年 3 月期第 1 四半期 3,796 1,137 30.0 22,595 26 

18 年 3 月期第 1 四半期  4,286 1,192 27.8 119,488 37 

（参考）18 年 3 月期 4,415 1,211 27.4 24,088 91 

 

 

（3） 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 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金 

同等物期末残高 

百万円 百万円 百万円 百万円 

19 年 3 月期第 1 四半期  △163 42 △122 710 

18 年 3 月期第 1 四半期 △279 97 224 774 

（参考）18 年 3 月期 △348 131 438 953 

 
３.  19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり年間配当金  
売上高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 
 

百万円 
 

百万円 
 

円 銭 
 

円 銭 
――――― 

円 銭 
――――― 

中 間 期 
通   期 

1,245 
3,100 

△56 
100 

△ 56 
50 

― 
― 

― 
200.00 

― 
200.00 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  994 円 33 銭 

 

 

 

 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

（資産・負債・純資産の変動状況） 

当第１四半期の資産は、前事業年度末と比較して 619 百万円減少し、3,796 百万円となりました。これは主に現金及び預金の

減少 159 百万円、売上債権の減少 279 百万円、棚卸資産の減少 173 百万円等によるものです。 

負債は前事業年度末と比較して 545 百万円減少し、2,659 百万円となりました。これは主に仕入債務の減少 416 百万円、借入

金の減少 124 百万円等によるものです。 

純資産は前事業年度末と比較して74百万円減少して1,137百万円となりましたが、これは主として当第１四半期に計上した四

半期純損失により利益剰余金が減少したことによるものです。 

（キャッシュフローの状況に関する定性的情報等） 

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 243 百万円減少し 710 百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、163百万円となりました。これは主に売上債権の減少279百万円があったものの、仕入債務

の減少 416 百万円等によるものです。 

投資活動の結果得られた資金は、42 百万円となりました。これは主に有価証券の償還 50 百万円等によるものです。 

財務活動の結果使用した資金は、122 百万円となりました。これは主に長期借入金の返済 124 百万円によるものです。 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

当第１四半期における業績は、売上高で当中間期業績予想の 31.6％、経常損失も当中間期業績予想の 56 百万円に対して

127 百万円を計上しております。 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものであり、多分に不確定要素を含んでおります。

従いまして、実際の業績は、当社の事業領域をとりまく経済情勢などさまざまな重要な要素により、これら業績予想とは大きく異な

る結果となり得ることをご承知おき下さい。 
 



しかしながら、当社製品の主要マーケットであるパチンコホールでは夏休みと年末年始に新装、改装のピークを迎え、それに

合わせて映像表示機を導入する事例が多いことから、８月以降に当社製品の販売も本格化するものと予想しております。 

したがって、中間期及び通期業績予想は、平成18年５月15 日付平成 18 年３月期決算短信で公表した業績予想を据え置き、

見直しは行っておりません。 



 

○ 添付資料 

1. (要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 

当第１四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参 考） 

平成18年３月期 科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

 1. 現金及び預金 750,763 733,914 16,849  909,944 

 2. 受取手形 27,999 5,990 22,009  7,200 

 3. 売掛金 497,772 647,490 △149,717  798,285 

 4. 有価証券 9,998 59,964 △49,965  159,969 

 5. たな卸資産 1,849,549 2,057,940 △208,390  2,022,739 

 6. 繰延税金資産 64,547 113,946 △49,399  72,431 

 7. 前払費用 29,689 6,975 22,714  30,743 

 8. その他 2,123 102,151 △100,027  3,043 

   貸倒引当金 △390 △523 133  △678 

   流動資産合計 3,232,055 85.1 3,727,850 87.0 △495,795 △13.3 4,003,680 

Ⅱ 固定資産      

 1. 有形固定資産      

 (1) 建物附属設備 479 ― 479  509 

 (2) 工具器具備品 216,254 147,435 68,818  140,674 

 (3) 車両運搬具   ― 55 △55  ― 

   有形固定資産合計 216,733 5.7 147,490 3.4 69,242 46.9 141,183 

 2. 無形固定資産      

 (1) ソフトウェア 10,568 12,070 △1,502  10,682 

 (2) 電話加入権 951 951 ―  951 

   無形固定資産合計 11,519 0.3 13,021 0.3 △1,502 △11.5 11,633 

 3. 投資その他の資産      

 (1) 投資有価証券 1,200 9,200 △8,000  1,200 

(2) 破産更生債権 37,893 ― 37,893  37,893 

 (3) 長期前払費用 3,957 5,648 △1,691  4,380 

 (4) 繰延税金資産 106,452 4,443 102,008  48,276 

 (5) 長期性預金 119,001 300,000 △180,998  100,000 

 (6) 差入保証金 67,094 41,113 25,980  67,094 

 (7) 保険積立金 ― 27,466 △27,466  ― 

 (8) その他 578 10,512 △9,933  578 

    貸倒引当金 △0 △0 △0  △0 

  投資その他の資産合計 336,176 8.9 398,385 9.3 △62,208 △15.6 259,422 

   固定資産合計 564,430 14.9 558,897 13.0 △5,532 △1.0 412,240 

   資産合計    3,796,485 100.0    4,286,748 100.0    △490,262 △11.4      4,415,920 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 



 
（単位：千円、％） 

当第１四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参 考） 

平成18年３月期 科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

 1. 支払手形 218,177 591,006 △372,829 555,920 

 2. 買掛金 63,862 211,691 △147,829 142,361 

 3. 短期借入金 30,000 30,000 ― 30,000 

4.  １年内返済予定 

長期借入金 
421,311 522,698 △101,387 462,596 

 5. 1年内償還予定社債 212,500 35,000 177,500 212,500 

 6. 未払金 26,015 31,929 △5,914 41,062 

 7. 未払費用 18,359 19,111 △752 27,218 

 8. 未払法人税等 819 2,839 △2,019 2,464 

 9. 賞与引当金 5,803         5,630 173 ― 

 10. その他 41,815 16,643 25,171 26,198 

   流動負債合計 1,038,664 27.4 1,466,550 34.2 △427,886 △29.2 1,500,323 

Ⅱ 固定負債   

 1. 社債 850,000 612,500 237,500 850,000 

 2. 長期借入金 720,338 960,293 239,955 803,318 

 3. 長期未払金 5,328 9,671 △4,342 5,968 

 4. 長期預り金 45,000 45,000 ― 45,000 

   固定負債合計 1,620,666 42.6 1,627,464 38.0 △6,797 △0.4 1,704,286 

   負債合計 2,659,330 70.0 3,094,015 72.2 △434,684 △14.0 3,204,609 

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ― ― 505,875 11.8 ― ― 521,775 

Ⅱ 資本剰余金  

 1. 資本準備金 ―  569,307 ―  585,207 

   資本剰余金合計 ― ― 569,307 13.3 ― ― 585,207 

Ⅲ 利益剰余金  

1.  四半期(当期) 

未処分利益 
―  116,464 ―  104,329 

   利益剰余金合計 ― ― 116,464 2.7 ― ― 104,329 

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
― ― 1,086 0.0 ― ― ― 

  資本合計 ― ― 1,192,732 27.8 ― ― 1,211,311 

  負債及び資本合計 ― ―  4,286,748 100.0 ― ― 4,415,920 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 



（単位：千円、％） 

当第１四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参 考） 

平成18年３月期 科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

 1. 資本金 522,975  ―  ―  ― 

 2. 資本剰余金   

 (1) 資本準備金 586,407 ―  ―  ― 

    資本剰余金合計 586,407  ―  ―  ― 

 3. 利益剰余金  

 (1) 繰越利益剰余金 27,498 ―  ―  ― 

    利益剰余金合計 27,498  ―  ―  ― 

   株主資本合計 1,136,880 30.0 ― ― ― ― ― 

Ⅱ 新株予約権 273 0.0 ― ― ― ― ― 

   純資産合計 1,137,154 30.0 ― ― ― ― ― 

   負債純資産合計 3,796,485 100.0 ― ― ― ― ― 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 



2. (要約）四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

当第１四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

増  減 
（参 考） 

平成18年３月期 科  目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 394,020 100.0 271,429 100.0 122,591 45.2 2,788,478 

Ⅱ 売上原価 270,467  68.6 177,137  65.3 93,329 52.7 1,770,051 

   売上総利益 123,553  31.4 94,292  34.7 29,261 31.0 1,018,427 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 234,628  59.6 286,288 105.4 △51,659 △18.0 1,056,463 

   営業損失 △111,074 △28.2 △191,996 △70.7 80,921  ― △38,035 

Ⅳ 営業外収益 328 0.1 1,404   0.5 △1,075 △76.6 21,229 

Ⅴ 営業外費用 16,425   4.2 56,311  20.8 △39,885 △70.8 98,143 

   経常損失 △127,171 △32.3 △246,903 △91.0 119,731  ― △114,949 

Ⅵ 特別利益 288   0.1 659   0.3 △371 △56.3 679 

Ⅶ 特別損失 ―   ― ―   ― ―  ― 144,955 

   税引前四半期(当期) 

   純損失 
△126,883 △32.2 △246,243 △90.7 119,359  ― △259,265 

   税金費用 △50,053 △12.7 △95,392 △35.1 45,339  ― △96,278 

   四半期(当期)純損失 △76,830 △19.5 △150,851 △55.6 74,020  ― △162,986 

 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期(自平成18年４月１日 至平成18年６月30日) 

（単位：千円、％） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高 521,775 585,207 104,329 1,211,311 ― 1,211,311 

当第１四半期の変動額       

新株の発行 

（新株予約権行使） 
1,200 1,200 ― 2,400 ― 2,400 

四半期純損失 ― ― △76,830 △76,830 ― △76,830 

株主資本以外の項目の当第１

四半期の変動額(純額) 
― ― ― ― 273 273 

当第１四半期の変動額合計 1,200 1,200 △76,830 △74,430 273 △74,156 

平成18年６月30日残高 522,975 586,407 27,498 1,136,880 273 1,137,154 

 

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４. (要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円、％） 

 

当第１四半期 

(平成19年３月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第１四半期) 

（参 考） 

平成18年３月期 

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期(当期)純損失 △126,883 △246,243 △259,265 

   減価償却費 17,345 14,521 81,761 

   貸倒引当金の減少額 △288 △659 △504 

   賞与引当金の増減額(△は減少) 5,803 △4,196 ― 

   ソフトウェア償却 856 849 3,602 

   株式報酬費用 273 ― ― 

   支払利息 5,959 7,560 27,745 

   社債利息 2,385 1,513 7,422 

   売上債権の減少額 279,712 255,998 66,099 

   たな卸資産の増減額(△は増加) 89,794 △176,838 △139,937 

   仕入債務の減少額 △416,242 △58,771 △163,187 

   未払金の増減額(△は減少) △15,047 △18,801 7,714 

   その他 1,852 10,366 111,680 

    小計 △154,477 △214,702 △256,868 

   利息及び配当金の受取額 23 261 604 

   利息の支払額 △8,194 △9,683 △35,672 

   法人税等の支払額 △475 △55,833 △56,202 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △163,123 △279,958 △348,137 

Ⅱ 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 △3,000 △14,500 △27,006 

   定期預金の払戻による収入 ― 138,000 254,006 

   有価証券の取得による支出 ― ― △9,995 

   有価証券の償還による収入 50,000 ― 10,000 

   有形固定資産の取得による支出 △3,912 △25,535 △105,588 

   無形固定資産の取得による支出 △742 ― △1,365 

   投資有価証券の売却による収入 ― ― 11,393 

   その他   120 30 △320 

  投資活動によるキャッシュ・フロー 42,464 97,993 131,125 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入れによる収入 30,000 30,000 30,000 

   短期借入の返済による支出 △30,000 △30,000 △30,000 

   長期借入れによる収入 ― ― 200,000 

   長期借入金の返済による支出 △124,265 △141,526 △558,603 

   社債の発行による収入   ― ― 491,550 



   社債の償還による支出 ― ― △85,000 

   株式の発行による収入 2,392 376,379 405,179 

   長期未払金の減少による支出額 △639 △1,710 △5,413 

   配当金の支払額          ― △8,757 △8,757 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △122,512 224,385 438,955 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 

(△は減少) 
△243,171 42,420 221,942 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 953,926 731,983 731,983 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  四半期末(期末)残高 
710,755 774,404 953,926 

    

 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 


