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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 1,690 ― 71 ― 120 ― 76 ―

20年3月期第1四半期 2,248 △26.5 337 △49.5 391 △38.3 232 △37.2

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1四半期 3.52 ―

20年3月期第1四半期 10.24 ―

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1四半期 10,947 9,614 87.8 443.53
20年3月期 10,894 9,645 88.5 444.92

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,614百万円 20年3月期  9,645百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.25 ― 2.25 4.50

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 3,557 △26.6 131 △81.7 137 △79.8 81 △78.9 3.76
通期 7,909 △12.2 591 △39.2 622 △20.9 351 △2.8 16.20

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、３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、３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 
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。 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。上 
記予想に関する事項は、２ページ【連結業績予想に関する定性的情報】をご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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1四半期  22,806,900株 20年3月期  22,806,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,128,422株 20年3月期  1,128,422株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  21,678,478株 20年3月期第1四半期  22,728,030株
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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
当第１四半期における売上高は、計画通りの結果となりました。 

　プロジェクター用ランプにつきましては、数量面では前年同期並で推移いたしましたが、販売単価の下落

に加え、為替の影響もあって、売上高は1,110,767千円と、前年同期比20.7%の減収となりました。

また、リアプロTV用ランプについては、ランプの取替需要が継続的に続いているものの、新規生産用ラン

プの供給がなくなったため、売上高は、前年同期比69.0％減の89,593千円となりました。

露光装置用光源ユニット関連では、装置自体の売上が下期に計画されており、第1四半期においては専用ラ

ンプの販売のみとなったので、売上高は前年同期とほぼ同額の4,180千円となりました。

利益面では、引続き製造工程の自動化をはじめ、工程毎の作業内容の徹底した改善活動により、

歩留り及び作業効率の向上に努め、販売価格の低下に対応してまいりました。 

　こうした諸施策を実施してまいりましたが、第１四半期連結売上高は前年同期比24.8％減の

1,690,259千円、経常利益は同期比69.2％減の120,758千円、四半期純利益は同期比67.2％減の

76,372千円となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ、150,304千円増加しております。主な増減内容は、有価証券の

増加200,201千円、現金及び預金の増加111,174千円、流動資産その他の減少121,706千円等であります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ、97,811千円減少しています。主な減少要因は、減価償却の実

施に伴い有形固定資産が101,248千円減少したこと等によります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ0.5％増加し、10,947,468千円となりました。

(負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ、82,789千円増加しております。増加要因は、未払法人税等の

増加37,335千円、流動負債その他の増加59,584千円等によります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.6％増加し、1,332,512千円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、9,614,956千円となりました。減少要因は、

四半期純利益を76,372千円計上する一方、配当金の支払108,392千円等によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期における業績は、概ね計画どおりに推移しており、現段階におきましては平成20年5月15

日発表の第２四半期連結累計期間、通期の業績予想に変更はありません。
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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)

該当事項はありません。

(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
①棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、帳簿棚卸に基づく棚卸

高を用いています。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、前連結会計年度に「棚卸資産の評価に関する会計基準」の

早期適用を行っており、当第１四半期会計年度末においては、棚卸資産評価において重要な変化は無

いため、見直しは行っていません。

②法人税等並びに繰延税金資産の算定方法

法人税等の納付額の算定に関しましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっています。

(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
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。
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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１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30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 ※3 3,752,242 ※3 3,641,068

受取手形及び売掛金 ※2 2,087,490 ※2 2,148,726

有価証券 200,201 －

商品 26,329 33,830

製品 203,769 178,045

原材料 357,237 340,775

仕掛品 216,395 229,269

貯蔵品 12,007 11,949

その他 276,085 397,792

流動資産合計 7,131,760 6,981,455

固定資産

有形固定資産 ※1 3,600,877 ※1 3,702,125

無形固定資産 34,941 29,768

投資その他の資産 179,889 181,625

固定資産合計 3,815,708 3,913,519

資産合計 10,947,468 10,894,975

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 490,509 465,866

1年内返済予定の長期借入金 213,580 250,840

未払法人税等 51,000 13,665

賞与引当金 137,115 138,627

その他 325,016 265,432

流動負債合計 1,217,221 1,134,431

固定負債

長期未払金 115,291 115,291

固定負債合計 115,291 115,291

負債合計 1,332,512 1,249,722

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30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 2,133,177 2,133,177

資本剰余金 2,563,867 2,563,867

利益剰余金 5,457,504 5,489,523

自己株式 △563,267 △563,267

株主資本合計 9,591,281 9,623,300

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,674 21,952

評価・換算差額等合計 23,674 21,952

純資産合計 9,614,956 9,645,252

負債純資産合計 10,947,468 10,894,975
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月1日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,690,259

売上原価 1,237,181

売上総利益 453,077

販売費及び一般管理費 ※1 381,219

営業利益 71,857

営業外収益

受取利息 3,235

受取配当金 712

為替差益 42,350

雑収入 3,282

営業外収益合計 49,581

営業外費用

支払利息 429

投資有価証券評価損 251

営業外費用合計 680

経常利益 120,758

特別利益

貸倒引当金戻入額 344

特別利益合計 344

特別損失

固定資産除却損 29

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 121,073

法人税、住民税及び事業税 46,785

法人税等調整額 △2,084

法人税等合計 44,700

四半期純利益 76,372
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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１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月１日

 至 平成20年６月30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利益 121,073

減価償却費 135,605

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,512

貸倒引当金の増減額（△は減少） △344

受取利息及び受取配当金 △3,947

支払利息 429

売上債権の増減額（△は増加） 61,235

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,871

未収入金の増減額（△は増加） 134,625

仕入債務の増減額（△は減少） 24,642

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,376

未払金の増減額（△は減少） 30,120

その他 6,585

小計 490,020

利息及び配当金の受取額 2,276

利息の支払額 △429

法人税等の支払額 △7,433

営業活動によるキャッシュ・フロー 484,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △32,511

無形固定資産の取得による支出 △7,018

その他 193

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △37,260

設備支払手形による支払 16,102

設備未払金の減少 △4,171

配当金の支払額 △108,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,375

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,952,443
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計年度
(平成20年６月30日)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

　
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 3,802,134千円

　
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 3,668,374千円

※２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。

　

―――

 ※３ 担保に供している資産

定期預金 10,000千円

※２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日においては、連結子会社の

決算日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期

手形が連結会計年度末残高に含まれおります。

受取手形及び売掛金 1,949千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。

荷造・運搬費 18,658千円

役員報酬 50,615千円

従業員給与 81,174千円

賞与引当金繰入額 13,755千円

退職給付費用 3,066千円

その他の人件費 21,385千円

支払手数料 25,972千円

減価償却費 12,210千円

研究開発費 83,894千円

交際費 2,261千円

その他 68,224千円

計 381,219千円

　（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

平成20年６月30日

現金及び預金 3,752,242千円

預入期間３か月超
の定期預金

△2,000,000千円

MMF（有価証券） 200,201千円

現金及び現金同等物 1,952,443千円

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
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(5) セグメント情報

①事業の種類別セグメント業績

当社グループにおきましては、製品の種類、製造方法の類似性から判断して同種単一のランプ事業を

行っていますので、事業の種類別セグメント情報は製品タイプ別に変えて記載しています。

                                                                    （単位：千円、％）

製品タイプ別
売上高
(千円)

前年同期比
(％)

構成比
(％)

プロジェクター用ランプ 1,110,767 79.3 65.7

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ 89,593 31.0 5.3

露光装置用光源ユニット 4,180 87.6 0.2

その他ハロゲンランプ等 242,341 112.3 14.3

商品 243,377 72.0 14.4

合計 1,690,259 75.2 100.0

②所在地別セグメント業績

所在地別セグメントの業績は、全セグメントの売上高合計額及び、全セグメントの資産金額の合計額

に占める「日本」の割合がいずれも100％であるため、記載を省略しています。

③海外売上高

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 54,821 548,951 4,980 608,754

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 1,690,259

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

3.2 32.5 0.3 36.0

(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米……………米国、カナダ、メキシコ

(2) アジア…………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等

(3) その他の地域 …欧州、オセアニア、南米、アフリカ等

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 81,949 1,143,527 17,819 1,243,295

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,248,991

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

3.6 50.8 0.8 55.3

(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米……………米国、カナダ、メキシコ

　(2) アジア…………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等

　(3) その他の地域 …欧州、オセアニア、南米、アフリカ等

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前第１四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額

Ⅰ 売上高 2,248,991

Ⅱ 売上原価 1,463,797

　 売上総利益 785,193

Ⅲ 販売費及び一般管理費 448,185

　 営業利益 337,008

Ⅳ 営業外収益 57,784

　１ 受取利息 455

　２ 受取配当金 512

　３ 為替差益 52,487

　４ その他 4,328

Ⅴ 営業外費用 3,206

　１ 支払利息 1,602

　２ その他 1,603

　 経常利益 391,586

　 税金等調整前
　 四半期純利益

391,586

　 税金費用 158,899

　 四半期純利益 232,686
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