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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 22,104 ― △1,014 ― △1,119 ― △292 ―

20年3月期第1四半期 23,097 21.1 △300 ― △447 ― △267 ―

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 △3.14 ―

20年3月期第1四半期 △2.98 ―

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 82,745 28,112 33.2 287.10
20年3月期 81,007 27,428 33.1 287.89

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  27,449百万円 20年3月期  26,843百万円

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  

平成21年３月期の配当予想額は未定でございます。  

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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  

第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。  

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 115,300 2.8 6,800 11.0 6,050 17.6 3,120 86.9 33.40

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  

[詳細は2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） 

[詳細は2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23日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により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
意事項等は、2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ください。 
2. 当社は、期末配当による年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、配当金額につきましては、期末決算決議時の取締役会で決定されます。そのため、現時点での
配当予想額を開示することはできません。予想額が開示可能となった時点で速やかに開示いたしますが、その時期は、期末決算時になる見込みです。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  93,454,714株 20年3月期  93,390,714株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  150,953株 20年3月期  146,556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  93,264,748株 20年3月期第1四半期  89,688,369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１四半期連結会計期間における経済環境は、米国のサブプライムローン問題を背景とする金融市場の変動やエ

ネルギー・原材料価格の高騰などの影響を受け、景気は減速局面が続きました。

　このような状況の中、当第１四半期連結会計年度の連結売上高は、カルレックオーディオリミテッドやアレンアン

ドヒースホールディングスリミテッドの買収による増加はありますものの、米国の市場低迷や為替変動の影響が大き

く、対前年同期比4.3％減の221億４百万円となりました。利益面では、売上の減少と会計基準の変更によるのれん償

却費の増加などにより、営業損失は10億14百万円（前年同期に比べ７億14百万円の損失増加）、経常損失は11億19百

万円（前年同期に比べ６億72百万円の損失増加）、四半期純損失は２億92百万円（前年同期に比べ25百万円の損失増

加）となりました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、17億38百万円増加し、827億45百万円と

なりました。主な増減の項目は、棚卸資産を中心に流動資産の増加24億79百万円、固定資産の売却などによる固定資

産の減少7億41百万円であります。

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ、10億53百万円増加し、546億33百万円とな

りました。主な増減の項目は、固定負債その他に含まれている繰延税金負債の買収による増加12億60百万円、買掛金

の増加9億60百万円、長期借入金の減少18億3百万円であります。

　当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計期間末に比べ6億83百万円増加し、281億12百万円となり

ました。

　この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の33.1％から33.2％となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年5月23日に公表しました計画に変更はありません。

　なお、第２四半期連結会計期間の業績予想につきましては、当社のビジネスサイクルは10～12月にかけてのクリス

マス・年末商戦にピークを迎えるため、期中での業績予想は企業業績を判断する上で適切ではないこと、また、発表

したことにより株価に不要な変動を引き起こした過去の経緯もありましたので、予想は行わないことといたしており

ます。

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

　　　（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、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やタックス・プ

ランニング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

　　　（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　　　１．「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」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）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．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　

　　　　（たな卸資産）　

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品・半製品については先入先出法に基づく原価法、

材料・仕掛品については移動平均法に基づく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、製品・
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半製品については先入先出法、材料・仕掛品については移動平均法に基づき、いずれについても原価法（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。

　これによる当第１四半期連結会計期間の損益への影響はございません。

　　　 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、営業損失、経常損失、及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ1億48百万円増加しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　　   ４．リース取引に関する会計基準の適用

　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日以降開始

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、通常の売買取引にかか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。

　ただし、当第１四半期連結会計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引が発生しなかった

ため、損益に与える影響はありません。

　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を適用しております。

（４）追加情報

平成20年７月28日開催の取締役会において、以下の事項を決議しております。　

１．当社株式に関する公開買付けについて

　ベインキャピタルパートナーズエルエルシーの助言を受けている投資ファンドの傘下にある株式会社ＢＣＪ－

２が、当社の発行済普通株式（自己株式を除く）及び新株予約権全部の取得を目的とした公開買付けを、以下の

とおり実施することに賛同する旨を決議いたしました。　

・公開買付価格：普通株式1株当たり510円、新株予約権１個当たり１円

・公開買付期間：平成20年７月28日から平成20年９月５日まで　

・買付予定数の下限：発行済普通株式総数（自己株式を除く）の約75%

　本公開買付けが成功した場合、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、当社株式は上場廃止になる可能性があ

ります。また、仮に本公開買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付け後に株式会社ＢＣ

Ｊ－２は当社の全議決権を取得するための一連の手続きを実施する予定であり、その結果、当社株式は上場廃止

となる見込みです。 

２．当社株式の公開買付けの成立を条件とするストック・オプションの権利放棄に対する対価の支払について

　当社の株式が上場廃止となる可能性があることに鑑み、当社と被付与者との間において締結されたストック・

オプション契約に規定される行使可能となる期間に関する規定にかかわらず、当社と各被付与者との間で「新株

予約権の有償放棄に関する合意書」を締結し、被付与者が保有する全ての新株予約権を放棄する旨を合意し、全

ての新株予約権を消滅させる予定であります。当社は、当該権利放棄の効力発生を条件に、権利放棄の対価とし

て、本公開買付けの公開買付価格とそれぞれの新株予約権の行使価格の差額に本新株予約権数を乗じた金額の合

計額を、各被付与者に対し特別賞与として、本公開買付けの決済日に支払う予定であります。　
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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：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 2,062 1,503 
受取手形及び売掛金 16,389 17,088 
製品 12,161 10,379 
半製品 44 48 
原材料 3,503 3,180 
仕掛品 1,145 1,150 
貯蔵品 1,216 1,193 
その他 6,251 5,665 
貸倒引当金 △789 △701 

流動資産合計 41,987 39,508 
固定資産   

有形固定資産 8,251 8,114 
無形固定資産   

のれん 13,947 12,235 
その他 12,063 11,005 
無形固定資産合計 26,011 23,241 

投資その他の資産   
その他 6,774 10,419 
貸倒引当金 △279 △275 

投資その他の資産合計 6,494 10,143 

固定資産合計 40,757 41,499 

資産合計 82,745 81,007 
負債の部   

流動負債   
支払手形及び買掛金 10,058 9,098 
短期借入金 6,485 6,124 
1年内返済予定の長期借入金 1,200 3,003 
未払法人税等 1,448 1,313 
製品保証引当金 1,186 1,144 
売上割戻引当金 610 558 
賞与引当金 381 703 
その他 6,958 6,381 
流動負債合計 28,329 28,327 

固定負債   
社債 10,000 10,000 
長期借入金 6,700 6,700 
退職給付引当金 4,883 4,946 
役員退職慰労引当金 43 41 



（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） 

負ののれん 84 86 
その他 4,592 3,477 
固定負債合計 26,304 25,251 

負債合計 54,633 53,579 
純資産の部   

株主資本   
資本金 3,810 3,801 
資本剰余金 16,184 16,175 
利益剰余金 7,217 9,245 
自己株式 △56 △54 

株主資本合計 27,157 29,168 
評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84 113 
繰延ヘッジ損益 △8 0 
為替換算調整勘定 216 △2,438 

評価・換算差額等合計 292 △2,324 

新株予約権 501 428 
少数株主持分 160 156 
純資産合計 28,112 27,428 

負債純資産合計 82,745 81,007 



（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 22,104 
売上原価 13,844 
売上総利益 8,260 

販売費及び一般管理費 9,274 
営業損失（△） △1,014 

営業外収益  
受取利息 20 
受取配当金 5 
為替差益 22 
その他 21 
営業外収益合計 69 

営業外費用  
支払利息 133 
その他 41 
営業外費用合計 175 

経常損失（△） △1,119 

特別利益  
固定資産売却益 290 
投資有価証券売却益 121 
その他 1 
特別利益合計 413 

特別損失  
組織再編費用 150 
その他 9 
特別損失合計 159 

税金等調整前四半期純損失（△） △866 

法人税等 △569 
少数株主損失（△） △4 

四半期純損失（△） △292 



　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。

－ 1 －



「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 23,097

Ⅱ　売上原価 14,464

売上総利益 8,633

Ⅲ　販売費及び一般管理費 8,933

営業損失（△） △300

Ⅳ　営業外収益 34

Ⅴ　営業外費用 181

経常損失（△） △447

Ⅵ　特別利益 42

Ⅶ　特別損失 53

税金等調整前四半期純損失（△） △457

法人税等 △192

少数株主利益 1

四半期純損失（△） △267

－ 1 －
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