


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１四半期における我が国経済は、米国経済の減速・金融資本市場の混乱・資源価格の高騰などの中、景気は回

復方向へは進んでいるものの、輸出の鈍化、生産調整が見られ、企業全般の収益も減少傾向にあるなど、やや足踏み

状態にあります。  

　当社を取り巻く市場環境といたしましても薄型ＴＶなどのＡＶ機器市場、パソコンなどの情報端末市場や産業機器

分野など回復感はあるものの緩やかなものであり、前年同期と比べるとやや鈍化した状況下にあります。また、原油

価格や銅・鉄などの原材料価格も高騰・高止まりが依然続いており、原価の上昇が止まらない中、商品価格の下落と

いった厳しい市場環境も続いております。

　このような市場環境のもと、当社グループの第１四半期の状況といたしまして、売上高は株式会社光波を連結子会

社化した効果があり224億6千5百万円（前年同期比2.7%増）となりました。利益面では原材料価格の高騰・高止まりに

加え、中国の元高及び労務費の大幅な上昇が重なり、さらに販管費の上昇等もあり、経常利益では8億3千万円（同18.6%

減）となりました。また、当第１四半期におきましては、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用初年度に当たり、

特別損失にたな卸資産評価損を8億5千2百万円計上したことなどにより、四半期純損失は5億9千3百万円となりました。

　主要な事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。　

①電子部品関連事業

　電子部品関連事業は、依然高騰を続ける原油や銅・鉄などの原材料の影響で原価が上昇し続ける中、競争激化によ

る商品の低価格化などもあり、収益面においては予想以上に厳しい環境下にあります。また、薄型ＴＶなどのＡＶ機

器向け製品や電動工具用チャージャ、ＮＣ・工作機械を中心とした産業機器向け製品など堅調に推移していた市場も

一部、調整などもあり、伸びも緩やかな状態が続いております。しかし、欧州エリアなどはエアコン向け製品を中心

に前期に引き続き好調に推移しており、また、今年度よりグループ会社となった株式会社光波を中心とした新たなLED

事業なども売上面にはプラス要因としてあります。事業全般としては、原材料の高騰・中国の元高及び労務費の大幅

な上昇により収益性において厳しい局面にあります。

②電子化学材料・はんだ付装置関連事業

　電子化学材料・はんだ付装置関連事業は、はんだ付け装置における市場の減速感及び電子化学材料における錫・銀

などの原材料高騰による原価の上昇や生産全体に弱さが見られるなど、引き続き厳しい市場環境は続くものの、ソル

ダーペーストなどの主力製品は堅調に推移し、また、アジアを中心としたグローバル展開や車載市場の鉛フリー化へ

の対応などといった新しい成果も徐々に現れてきており、本事業全般といたしましては概ね予想範囲の中で推移して

おります。

③情報機器関連事業

　情報機器関連事業は、放送機器関連における海外展開などは中国での初受注・売上をはじめ、成果に現れはじめて

おり、国内市場はやや停滞感があるものの堅調に推移しております。ネットワーク関連機器やセキュリティ関連の情

報機器などは当第１四半期において、第２四半期以降へずれ込む案件もあり、やや計画を下回っておりますが、事業

全般といたしましては概ね予想範囲の中で推移しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ48億5千2百万円増加（前連結会計年度末比5.8％増）し、889

億8百万円となりました。これは主に、連結子会社が増加したことにより棚卸資産及び有形固定資産がそれぞれ13億6

千5百万円、23億1千万円増加したことなどによります。

　当第１四半期末の負債合計は、同比で40億4千6百万円増加（同比9.5％増）し、465億6千4百万円となりました。こ

れは主に、株式会社光波の株式を公開買付けし子会社化するために金融機関より借入れを行い、短期借入金が55億8千

9百万円増加したことなどによります。

　当第１四半期末の純資産合計は、同比で8億5百万円増加（前期末比1.9％増）し、423億4千4百万円となりました。

これは主に、四半期純損失5億9千3百万円による減少、自己株式の取得10億2千5百万円による減少、株式会社光波の株

式を公開買付けしたことにより少数株主持分35億5千9百万円増加したことなどによります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の連結売上高は当初計画の予想範囲内で推移いたしましたが、前年同期と比べるとやや鈍化した状況

にあり、原材料価格の高騰・高止まりに加え、中国の元高及び労務費の大幅な上昇が重なり、原価の上昇が止まらず、

一方で競争激化による商品の低価格化もあることから、収益面においては期初の予想をはるかに超え厳しい状況にあ

ることから連結業績予想の修正を行います。

　平成20年５月８日の決算短信で発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想との差異は以下

のとおりであります。

（第２四半期連結累計期間）

 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

前回発表予想（Ａ） 50,000 2,300 2,150 800

今回修正予想（Ｂ） 50,000 1,300 1,550 △600

増減額（Ｂ－Ａ） － △1,000 △600 △1,400

増減率（％） － △43.5 △27.9 △175.0

前中間期実績 46,826 2,372 2,317 1,212

（通期）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 104,000 5,100 4,600 2,000

今回修正予想（Ｂ） 104,000 3,500 3,500 750

増減額（Ｂ－Ａ） － △1,600 △1,100 △1,250

増減率（％） － △31.4 △23.9 △62.5

前期実績 90,979 4,541 3,910 1,847

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）

　当社は、平成20年３月25日開催の取締役会において、株式会社光波（コード番号：6876 JASDAQ）の株式を公開買付

けにより取得することを決議し、平成20年３月26日から平成20年４月30日までの期間で公開買付けを実施いたしまし

た。その結果、当社は同社の普通株式3,600,400株を取得し、同社は当社の子会社となりました。

　また、同社の資本金の額は当社の資本金の額の百分の十以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当いた

します。



（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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四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１四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、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によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

　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予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法（予算に基づく見積

り）による概算額で計上する方法によっております。

⑤法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、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

よっております。繰延税金資産の回収可能性の判定に関しては、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測

を利用する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

・会計処理基準に関する事項の変更

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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による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、主として総平均法による原価法（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。これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ68百万円減少

し、税金等調整前四半期純損失は920百万円増加しております。

３．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、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、

当第１四半期連結会計期間期首の利益剰余金が32百万円減少しております。また、これにより、損益に与える影

響は軽微であります。

４．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　この変更に伴う損益への影響はありません。



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 18,385 18,379

受取手形及び売掛金 26,458 26,016

商品及び製品 4,031 3,485

仕掛品 2,357 2,447

原材料及び貯蔵品 7,078 6,169

その他 3,183 3,230

貸倒引当金 △387 △390

流動資産合計 61,108 59,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,684 15,304

減価償却累計額 △10,204 △9,461

建物及び構築物（純額） 6,479 5,843

機械装置及び運搬具 15,795 13,913

減価償却累計額 △11,500 △10,233

機械装置及び運搬具（純額） 4,295 3,680

工具、器具及び備品 9,805 9,088

減価償却累計額 △8,198 △7,569

工具、器具及び備品（純額） 1,607 1,518

土地 7,033 6,170

建設仮勘定 118 10

有形固定資産合計 19,533 17,223

無形固定資産   

のれん 558 473

その他 1,282 971

無形固定資産合計 1,840 1,444

投資その他の資産   

投資有価証券 3,211 3,229

繰延税金資産 1,899 1,618

その他 1,382 1,244

貸倒引当金 △67 △43

投資その他の資産合計 6,425 6,048

固定資産合計 27,800 24,716

資産合計 88,908 84,056



（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 14,120 15,790

短期借入金 9,323 3,734

1年内返済予定の長期借入金 879 959

未払法人税等 267 377

引当金 661 1,170

その他 5,734 5,410

流動負債合計 30,987 27,442

固定負債   

長期借入金 12,100 12,077

退職給付引当金 2,663 2,352

その他 812 645

固定負債合計 15,576 15,075

負債合計 46,564 42,517

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,829 11,829

資本剰余金 15,337 15,337

利益剰余金 13,647 14,623

自己株式 △1,229 △203

株主資本合計 39,584 41,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 437 412

繰延ヘッジ損益 167 △159

為替換算調整勘定 △1,641 △541

評価・換算差額等合計 △1,036 △288

新株予約権 28 30

少数株主持分 3,768 209

純資産合計 42,344 41,539

負債純資産合計 88,908 84,056



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 22,465

売上原価 17,053

売上総利益 5,411

販売費及び一般管理費 4,794

営業利益 616

営業外収益  

受取利息 22

受取配当金 30

為替差益 261

その他 69

営業外収益合計 383

営業外費用  

支払利息 109

その他 59

営業外費用合計 169

経常利益 830

特別損失  

固定資産除売却損 10

たな卸資産評価損 852

特別退職金 72

その他 84

特別損失合計 1,019

税金等調整前四半期純損失（△） △188

法人税、住民税及び事業税 225

法人税等調整額 201

法人税等合計 426

少数株主損失（△） △21

四半期純損失（△） △593



　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）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 21,868

Ⅱ　売上原価 16,784

売上総利益 5,084

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,172

営業利益 911

Ⅳ　営業外収益 243

　受取利息 23

　受取配当金 59

　為替差益　 91

　その他　 68

Ⅴ　営業外費用 134

　支払利息　 114

　その他　 20

経常利益 1,020

Ⅵ　特別損失 9

税金等調整前四半期純利益 1,011

税金費用 510

少数株主損失 7

四半期純利益 507
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