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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 2,774 ― 52 ― 53 ― 13 ―
20年3月期第1四半期 3,490 2.8 16 ― 50 ― 48 ―

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 1.66 ―
20年3月期第1四半期 5.75 ―

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 21,080 16,831 79.8 2,007.91
20年3月期 21,526 17,083 79.4 2,037.89

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,831百万円 20年3月期  17,083百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 5,500 △37.6 △10 ― 10 △97.9 △30 ― △3.58
通期 11,000 △32.6 330 △50.6 380 △49.9 340 △63.1 40.56

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  無  

（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） 

１．平成20年５月１９日に公表しました業績予想の修正を行っております。詳細につきましては本日別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があ
ります。 
３．当会計年度より「四半期連結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。  

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  9,152,400株 20年3月期  9,152,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  769,640株 20年3月期  769,640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  8,382,760株 20年3月期第1四半期  8,382,760株



 

 

【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１四半期は、有償支給材料を使用する一部ユーザー向け製品の受注の減少による売上高の減少はみられたも

のの、携帯電話向けＴＦＴパネル用基板及び有機ＥＬ用基板並びにカーナビゲーション向けのタッチパネル用基板

やデータ対応型液晶プロジェクター向け光学機器を中心に受注の確保に努めた結果、売上高は27億74百万、経常利

益は53百万円、四半期純利益は13百万円となりました。 

 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。 

（ＦＰＤ用基板） 

 ＦＰＤ用基板につきましては、携帯電話向けタッチパネル用基板に大きな伸びは見られなかったものの、携帯電

話向けＴＦＴパネル用基板、ＥＬ用基板及びカーナビゲーション向けタッチパネル用基板につきましては順調に推

移いたしました。 

 しかし、有償支給材料を使用する一部ユーザー向け製品の受注が減少したことから、売上高は大きく減少いたし

ました。この結果、売上高は20億48百万円となりました。 

（光学機器用部品） 

 光学機器用部品につきましては、データ対応型液晶プロジェクター向けやその他光学機器用部品への販売活動を

展開しましたが、販売価格の低下により、売上高は５億９百万円となりました。 

（その他） 

 その他につきましては、ＹＡＧレーザー用関連製品、計測機器向け減衰フィルターなどを中心に販売活動を展開

した結果、売上高は２億16百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の財政状態を前連結会計年度末と比較すると、総資産が４億45百万円減少し、純資産が２億51百

万円減少したことから、自己資本比率は79.8％となりました。 

 増減の主なものは、流動資産では受取手形及び売掛金が３億60百万円減少し、固定資産では有形固定資産が２億

21百万円減少しました。流動負債では短期借入金が２億円増加し、固定負債では長期借入金が１億33百万円減少し

ました。純資産では利益剰余金が１億33百万円減少し、為替換算調整勘定が１億70百万円減少しました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ55百万円

増加し、70億19百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は４億27百万円となりました。これは主に、減価償却費の１億87百万円、売上債権

の減少額３億32百万円等によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は２億74百万円となりました。これは主に、有形固定資産取得支出２億72百万円に

よるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は79百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入２億円がありました

が、長期借入金の返済額１億53百万円及び配当金の支払額１億26百万円があったことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月19日公表の業績予想を修正しております。詳細につき

ましては、本日別途公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 



 

 

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 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。 

② 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

 

 (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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ17,269千円減少しております。 

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の利益剰余金の期首残高が21,798千円減少しております。 

 なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

 



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 6,468,256 6,412,618

受取手形及び売掛金 3,231,734 3,592,713

有価証券 552,142 552,056

製品 267,652 201,093

原材料 460,602 483,738

仕掛品 197,428 173,950

貯蔵品 145,313 153,906

その他 160,365 175,730

貸倒引当金 △1,910 △1,933

流動資産合計 11,481,587 11,743,873

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,477,195 2,506,838

機械装置及び運搬具（純額） 2,648,558 2,247,387

土地 2,500,162 2,500,162

その他（純額） 365,623 958,412

有形固定資産合計 7,991,539 8,212,800

無形固定資産 50,452 55,261

投資その他の資産   

投資有価証券 829,511 794,845

その他 733,183 725,089

貸倒引当金 △5,307 △5,676

投資その他の資産合計 1,557,387 1,514,258

固定資産合計 9,599,379 9,782,320

資産合計 21,080,967 21,526,194



（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   

支払手形及び買掛金 1,166,039 1,124,306

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 591,892 611,892

未払法人税等 11,253 31,413

引当金 88,666 198,141

その他 584,987 717,688

流動負債合計 2,642,839 2,683,442

固定負債   

長期借入金 1,106,904 1,240,502

退職給付引当金 237,756 249,400

役員退職慰労引当金 257,975 266,057

その他 3,675 3,675

固定負債合計 1,606,310 1,759,634

負債合計 4,249,150 4,443,076

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 5,013,489 5,147,127

自己株式 △811,032 △811,032

株主資本合計 16,543,657 16,677,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 305,656 252,370

為替換算調整勘定 △17,497 153,452

評価・換算差額等合計 288,158 405,823

純資産合計 16,831,816 17,083,118

負債純資産合計 21,080,967 21,526,194



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 2,774,208

売上原価 2,256,973

売上総利益 517,234

販売費及び一般管理費 464,274

営業利益 52,960

営業外収益  

受取利息 6,216

受取配当金 7,887

不動産賃貸料 10,101

その他 4,556

営業外収益合計 28,762

営業外費用  

支払利息 6,323

減価償却費 10,022

為替差損 5,488

不動産賃貸費用 3,918

その他 2,018

営業外費用合計 27,772

経常利益 53,950

特別利益  

貸倒引当金戻入額 392

特別利益合計 392

特別損失  

災害による損失 20,909

投資有価証券評価損 19,778

固定資産処分損 33

特別損失合計 40,722

税金等調整前四半期純利益 13,620

法人税、住民税及び事業税 3,425

法人税等調整額 △3,705

法人税等合計 △280

四半期純利益 13,901



（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 13,620

減価償却費 187,270

固定資産処分損益（△は益） 33

災害損失 20,909

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 19,778

貸倒引当金の増減額（△は減少） △392

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,474

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,643

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,082

受取利息及び受取配当金 △14,104

支払利息 6,323

為替差損益（△は益） 13,541

売上債権の増減額（△は増加） 332,342

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,712

仕入債務の増減額（△は減少） 53,487

その他 22,665

小計 433,564

利息及び配当金の受取額 13,768

利息の支払額 △6,243

法人税等の支払額 △13,830

営業活動によるキャッシュ・フロー 427,259

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 △400

定期預金の払戻による収入 400

有形固定資産の取得による支出 △272,425

投資有価証券の取得による支出 △1,159

貸付けによる支出 △5,499

貸付金の回収による収入 4,375

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,709

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 200,000

長期借入金の返済による支出 △153,598

配当金の支払額 △126,271

財務活動によるキャッシュ・フロー △79,869

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,724

現金及び現金同等物の期首残高 6,964,275

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,019,999



 

 

 

 当連結会計年度より「四半期連結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。 

 

 (4) 継続企業の前提に関する注記 

   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） 

    該当事項はありません。 

 

 (5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

   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） 

 
ＦＰＤ用基
板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 2,048,354 509,446 216,407 2,774,208 － 2,774,208

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 2,048,354 509,446 216,407 2,774,208 － 2,774,208

営業利益又は営業損失（△） 377,186 △95,451 45,874 327,616 (274,649) 52,960

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類、性質、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業 

 ＦＰＤ用基板事業 
携帯電話、カーナビゲーション、携帯情報端末、アミューズメント機器、
ノート型パソコン、デジタルカメラ等の表示用基板 

 光学機器用部品事業 
液晶プロジェクター、測定機器、ステッパー、光通信機器、医療用機器、
照明用機器等の光学機器用部品 

 その他の事業 
ディスプレイフィルター、太陽電池、透明ヒーター（デフロスター）、減
衰フィルター等の基板、fθレンズ、ビームエクスパンダーレンズ 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は274,649千円であり、総

務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 

【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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 (6) 株主資本等の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

 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 
（単位：千円）

 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第１四半期） 科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 3,490,686

Ⅱ 売上原価 3,005,363

 売上総利益 485,323

Ⅲ 販売費及び一般管理費 469,295

 営業利益 16,028

Ⅳ 営業外収益 45,327

Ⅴ 営業外費用 10,620

 経常利益 50,735

Ⅵ 特別利益 902

Ⅶ 特別損失 －

 
税金等調整前四半期純

利益 
51,637

 税金費用 3,400

 四半期純利益 48,237
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