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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 793 ― 110 ― 117 ― 56 ―
20年3月期第1四半期 855 △20.0 94 △9.9 159 47.8 93 59.9

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 11.66 ―
20年3月期第1四半期 19.12 ―

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 5,552 4,850 87.3 995.49
20年3月期 5,595 4,882 87.3 1,002.21

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,850百万円 20年3月期  4,882百万円

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 15.00 25.00

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  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

第2四半期連結累計期間 1,729 ― 203 ― 207 ― 114 ― 23.40
通期 3,668 0.1 419 △5.6 426 △16.7 240 11.1 49.26

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．上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提として
いるため、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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、４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下さい。 
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号平成19年３月14日)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号平成19年３月14日)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。 

 

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  5,225,000株 20年3月期  5,225,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  352,876株 20年3月期  352,876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  4,872,124株 20年3月期第1四半期  4,872,124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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油や鋼材をはじめとする原材料価格の高騰やサブプ

ライム問題による米国金融システム不安の影響拡大が懸念されるなど、先行きの不透明感が一層強まる情勢

で推移しました。

当社グループの関連する情報家電業界は、Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ関連製品市場の需要が拡大基調で推移

したものの、市場規模はまだ小さく情報家電全体を持ち上げるまでには至らず、市場全体は依然として厳し

い状況で推移しました。

音楽映像市場においては、個人消費マインドが悪化する中、映像コンテンツのＤＶＤソフト化一巡による

市場成熟化、音楽ＣＤのヒット作品の減少に改善の兆しは見えず、ＣＤ・ＤＶＤの需要は減少傾向が続いて

おり、非常に厳しい状況で推移しました。

このような状況に対し、当社グループはＢｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ関連製品を中心に製品ラインアップを拡

充するとともに、積極的な営業活動を推進し顧客需要への迅速且つ適切な対応を図ることで、売上・利益の

確保に努めました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は７億93百万円（前期比7.3％減）、営業利益１億10百万円

（前期比17.6％増）、経常利益１億17百万円（前期比26.4％減）、四半期純利益56百万円（前期比39.0％減）と

なりました。

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

ディスク事業

ディスク事業には、オーディオ、ビデオ等のＡＶ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テスト

テープ、テストディスクの開発・製造・販売を行うテストメディア、ＣＤ・ＤＶＤのＯＥＭ製造・販売を行

うクリエイティブメディア、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリの認証テスト及び各種ディスクの特性テ

スト受託を行うテスティングが含まれます。

テストメディアは、関連する情報家電市場は依然として厳しい状況だったものの、記録型テストＤＶＤ関

連製品を中心にテストメディアの需要は堅調に推移しました。しかしながら、前期で販売を終了した廉価版

製品の売上減少分を補うまでには至らず、前年同期を下回りました。

クリエイティブメディアは、音楽映像市場におけるＤＶＤ・ＣＤ需要の縮小傾向が依然として改善されな

い状況にある中、顧客需要に柔軟かつ迅速に対応した積極的な営業活動を行い受託確保に努めましたが、前

年同期を下回って推移しました。

テスティングは、情報家電市場が厳しい状況で推移する中、大口顧客からの検査受託が伸び悩みました。

これらの結果、ディスク事業の売上高は７億66百万円（前期比7.8％減）となりました。

その他事業

子会社 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司

今年の冬に発生した記録的な豪雪の影響により工場の増設工事の進捗に影響が出たものの、積極的な営業

活動を推進し、断熱ボードなどのセラミックファイバー成形品を中心に需要は堅調に推移しました。

これらの結果、その他事業の売上高は26百万円（前期比10.5％増）となりました。

所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。

日本

国内は、ディスク事業を取り巻く事業環境が非常に厳しい状況で推移したことから、売上高は７億66百万

円（前期比7.8％減）となりました。
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東アジア

東アジアは、子会社である阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の業績が堅調に推移したことから、売上高は

26百万円（前期比10.3％増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末における総資産はのれんの減少等により、前連結会計年度末と比較して43百万円減少し、

55億52百万円となりました。負債は仕入債務の減少等により10百万円減少し、７億２百万円となりました。

純資産は、配当金の支払に伴う利益剰余金の減少等により32百万円減少し、48億50百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは１億11百万円となりました。これは主

に当第１四半期連結累計期間の業績を反映し、税金等調整前四半期純利益を計上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１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは１億41百万円となりました。これは主

に保険積立金の解約による収入であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは△18百万円となりました。これは主に

配当金の支払によるものであります。

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は14億86百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当社グループの通期の見通しにつきましては、サブプライム問題や原油価格高騰に伴う世界経済環境の悪

化が懸念される中、当社グループの関連する情報家電業界、音楽映像業界を取り巻く事業環境は一層厳しい

状況で推移することが見込まれます。

このような市場環境を背景に、Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ関連市場の需要の立ち上がりが遅れ気味であるこ

とから、第２四半期連結累計期間の売上予想を下記のとおり修正いたします。

ただし、第２四半期連結累計期間の利益予想につきましては、高付加価値製品の販売促進や積極的なコス

ト低減活動の推進により計画の達成を見込んでおり、平成20年５月15日発表の数値から変更はございません。

また、通期の業績予想につきましては、情報家電需要の増加が見込める年末商戦に向けた積極的な営業活

動の推進により計画の達成を見込んでおり、平成20年５月15日発表の数値から変更はございません。

業績予想

第２四半期連結累計期間

今回予想
（百万円）

前回予想
（百万円）

前回予想との差異
（百万円/％）

売上高 1,729 1,813 84/△4.6

営業利益 203 203 ─

経常利益 207 207 ─

当期純利益 114 114 ─
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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簡便な会計処理
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、前連結会計年度末の
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を主としております。
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、簿価切下げを行なう方法によっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
該当事項はありません。

(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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用
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 平成19年３月14日)

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 平成19年３月14
日)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
棚卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴
い、主として原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定
しております。これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であ
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
当第１四半期連結会計期間より「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これに伴う損益への影響はあり
ません。

― 4 ―

決算短信 2008年08月04日 13時43分 00364xe01_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱アルメディオ(7859)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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 1,486,396 1,247,943

　 受取手形及び売掛金 689,229 689,538

　 商品 28,590 24,785

　 製品 111,104 121,177

　 原材料 141,340 142,318

　 仕掛品 71,689 66,503

　 その他 78,544 118,182

　 貸倒引当金 △1,000 △1,000

　 流動資産合計 2,605,896 2,409,449

　固定資産

　 有形固定資産

　 土地 1,347,390 1,348,911

　 その他（純額） 596,484 590,440

　 有形固定資産合計 1,943,875 1,939,351

　 無形固定資産

　 のれん 609,386 635,881

　 その他 42,376 47,130

　 無形固定資産合計 651,762 683,011

　 投資その他の資産 351,160 564,074

　 固定資産合計 2,946,798 3,186,436

　資産合計 5,552,695 5,595,886
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（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)

負債の部

　流動負債

　 買掛金 73,456 103,774

　 短期借入金 95,000 40,000

　 未払法人税等 33,283 20,311

　 賞与引当金 46,710 92,309

　 その他 147,420 152,572

　 流動負債合計 395,870 408,967

　固定負債

　 退職給付引当金 256,931 254,303

　 その他 49,730 49,730

　 固定負債合計 306,661 304,033

　負債合計 702,531 713,001

純資産の部

　株主資本

　 資本金 918,200 918,200

　 資本剰余金 871,580 871,580

　 利益剰余金 3,373,258 3,389,520

　 自己株式 △319,311 △319,311

　 株主資本合計 4,843,726 4,859,988

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 3,526 3,481

　 為替換算調整勘定 2,909 19,415

　 評価・換算差額等合計 6,436 22,896

　純資産合計 4,850,163 4,882,885

負債純資産合計 5,552,695 5,595,886
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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 793,115

　売上原価 435,904

　売上総利益 357,210

　販売費及び一般管理費 246,237

　営業利益 110,973

　営業外収益

　 受取利息 130

　 受取配当金 1,658

　 作業屑等売却収入 972

　 保険返戻金 11,427

　 その他 1,003

　 営業外収益合計 15,192

　営業外費用

　 支払利息 852

　 為替差損 3,015

　 保険解約損 4,925

　 その他 10

　 営業外費用合計 8,803

　経常利益 117,362

　特別利益

　 貸倒引当金戻入額 60

　 特別利益合計 60

　特別損失

　 固定資産除却損 9,704

　 特別損失合計 9,704

　税金等調整前四半期純利益 107,717

　法人税、住民税及び事業税 30,000

　法人税等調整額 20,897

　四半期純利益 56,819
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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 107,717

　減価償却費 22,844

　のれん償却額 26,495

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △60

　賞与引当金の増減額（△は減少） △45,599

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,627

　受取利息及び受取配当金 △1,788

　支払利息 852

　固定資産除却損 10,149

　売上債権の増減額（△は増加） △3,231

　たな卸資産の増減額（△は増加） 120

　仕入債務の減少額（△は減少） △29,694

　その他 35,230

　小計 125,662

　利息及び配当金の受取額 1,788

　利息の支払額 △852

　法人税等の支払額 △15,528

　営業活動によるキャッシュ・フロー 111,070

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 △60,038

　保険積立金の解約による収入 201,965

　その他 △160

　投資活動によるキャッシュ・フロー 141,766

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） 55,000

　配当金の支払額 △73,081

　財務活動によるキャッシュ・フロー △18,081

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,697

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 238,452

現金及び現金同等物の期首残高 1,247,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,486,396
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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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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」

　 ○ 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

科 目

前四半期（累計）

(平成20年３月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 855,359

Ⅱ 売上原価 518,830

　 売上総利益 336,528

Ⅲ 販売費及び一般管理費 242,178

　１ 給与手当 71,460

　２ 役員報酬 25,800

　３ のれん償却費 26,493

　４ その他 118,424

　 営業利益 94,350

Ⅳ 営業外収益 68,751

　１ 受取利息 215

　２ 受取配当金 2,034

　３ 作業屑等売却収入 1,930

　４ 保険解約等収入 63,244

　５ その他 1,326

Ⅴ 営業外費用 3,654

　１ 支払利息 434

　２ 為替差損 3,209

　３ その他 10

　 経常利益 159,447

Ⅵ 特別利益 3,330

　１ 貸倒引当金戻入益 80

　２ 投資有価証券売却益 3,250

Ⅶ 特別損失 ─

　 税金等調整前四半期純利益 162,777

　 法人税、住民税及び事業税 15,000

　 法人税等調整額 54,610

　 四半期純利益 93,167
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　 ○ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前四半期（累計）

(平成20年３月期

第１四半期)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 162,777

 ２ 減価償却費 49,332

 ３ 貸倒引当金の減少額 △80

 ４ 賞与引当金の減少額 △48,989

 ５ 退職給付引当金の増加額(減少額) 3,292

 ６ 役員退職慰労引当金の増加額(減少額) △157,494

 ７ 受取利息及び受取配当金 △2,250

 ８ 支払利息 434

 ９ 投資有価証券売却益 △3,250

 10 売上債権の増加額(減少額) △44,524

 11 たな卸資産の減少額 5,682

 12 仕入債務の減少額 △31,941

 13 その他 211,168

　 小計 144,158

 14 利息及び配当金の受取額 2,250

 15 利息の支払額 △434

 16 法人税等の支払額 △89,127

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 56,847

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の売却による収入 13,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △24,207

 ３ ビデオグラム権の取得による支出 △8,000

 ４ 事業の譲受けよる支出 △800,000

 ５ その他 △29,505

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △848,712

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 131,000

 ２ 配当金の支払額 △73,081

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 57,918

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 74

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額) △733,872

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,755,077

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,021,204
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　 ○ 製品別売上高

（単位：百万円）

前年同四半期 
（平成20年３月期

第１四半期）

当四半期 
（平成21年３月期

第１四半期）

平成21年３月期
(当上期予想)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

テストメディア テストＣＤ 159 18.6% 165 20.8% 329 19.1%

テストＤＶＤ 132 15.5% 143 18.1% 295 17.1%

記録型テストＣＤ 58 6.8% 47 6.0% 95 5.5%

記録型テストＤＶＤ 37 4.3% 50 6.4% 94 5.5%

テストＢＤ 30 3.6% 39 5.0% 98 5.7%

テストテープ他 67 7.9% 16 2.1% 30 1.7%

小計 485 56.7% 463 58.4% 943 54.6%

クリエイティブメディア ＣＤ 179 21.0% 165 20.8% 403 23.4%

ＤＶＤ 108 12.7% 96 12.2% 235 13.6%

ＯＥＭ他 42 5.0% 36 4.6% 70 4.1%

小計 330 38.7% 298 37.6% 710 41.1%

テスティング 15 1.8% 4 0.6% 8 0.5%

ディスク事業計 831 97.2% 766 96.6% 1,662 96.2%

その他事業 24 2.8% 26 3.4% 66 3.8%

合計 855 100.0% 793 100.0% 1,729 100.0%

※ テストテープ他には、テストＭＤ及びアライメントディスクを含んでおります。

※ テストＢＤには、テストＨＤ ＤＶＤを含んでおります。

※ 金額は単位未満を切捨てて表示しております。
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