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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 5,398 ― 758 ― 696 ― 230 ―

20年3月期第1四半期 5,601 3.9 757 △5.8 767 4.9 405 4.3

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 846.09 739.14
20年3月期第1四半期 1,489.22 1,296.14

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 26,415 19,934 74.9 72,716.96
20年3月期 28,567 21,813 75.2 78,934.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  19,797百万円 20年3月期  21,489百万円

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 ― ― ― 1,800.00 1,800.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1,500.00 1,500.00

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 11,236 ― 1,561 ― 1,357 ― 551 ― 2,023.87
通期 23,132 5.3 2,186 5.2 1,496 2.4 570 △8.1 2,093.66

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  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．平成20年5月14日公表の業績予想は、本日平成20年8月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照下さい。 
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場合がありま
す。 
３．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。  

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  272,250株 20年3月期  272,250株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  272,250株 20年3月期第1四半期  272,250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

当社グループが関係するLCD業界では、前年度上昇した大型LCDパネル価格が、北京五輪特需の不発や米景

気の減退に伴う在庫積み上がりにより、下落に転じております。このため、同用途向け偏光フィルムの市場

環境も依然厳しい状況が続いております。しかしながら、当社グループの注力する車載用LCDパネル向けをは

じめとする、中小型LCDパネル向け偏光フィルムにおいては需要が堅調であり、価格も比較的安定して推移し

ております。

フロントプロジェクターはビジネス用途、教育用途を中心に数量の拡大が続いておりますが、製品販売価

格は下落を続けており、当社グループが納入する部材に対する値下げ圧力が高まっております。

当第１四半期の当社グループの事業の状況は、光学部材事業におきましては、車載用LCDパネル向けが依然

好調であり、高耐久染料系偏光フィルムと温度追従型楕円偏光フィルムに加え、楕円偏光フィルムも伸びま

した。

　精密加工事業におきましては、無機偏光板ProFluxはリアプロジェクションテレビ向けからフロントプロジ

ェクター向けへの用途転用が順調に進みました。従来の有機系液晶プロジェクタ部材では単価下落が続いて

おります。また、X線分析装置部材の販売は、得意先の在庫調整があったものの、概ね堅調に推移しました。

この結果、売上高は53億98百万円、営業利益は７億58百万円、経常利益は６億96百万円、四半期純利益は

２億30百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び資本の状況

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ21億51百万円減少し、264億15百万円となりました。

主な増加は、有価証券の増加１億80百万円であり、主な減少は、現金及び預金の減少６億41百万円や棚卸資

産の減少３億51百万円、無形固定資産の減少９億84百万円であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ２億73百万円減少し、64億80百万円となりました。主な増加は、未払法

人税等の増加２億13百万円や賞与引当金の増加１億15百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金の減

少３億88百万円であります。

少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ18億78百万円減少し、199億34百万円となりま

した。主な増加は、四半期純利益２億30百万円、主な減少は、株主配当金の支払い４億90百万円、過年度の

れん償却額４億８百万円、為替換算調整勘定の減少10億24百万円、少数株主持分の減少１億85百万円であり

ます。
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②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、62億77百万円となりま

した。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は、５億69百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純

利益５億14百万円、減価償却費２億28百万円、棚卸資産の減少２億75百万円、一方で主な減少要因は、為替

差益３億５百万円、法人税等の支払額２億16百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用された資金は、３億10百万円となりました。主に有形固定資産の取得による支出３億９百

万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用された資金は、５億36百万円となりました。主に少数株主を含めた配当金の支払５億50百

万円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

最近の業績の動向を踏まえ、平成20年５月14日に公表いたしました平成21年３月期の第２四半期連結累計

期間及び通期の連結・個別業績予想を修正いたしました。

第２四半期累計期間においては、個別につきましては、主に車載用LCD向け偏光フィルムと無機偏光板

ProFluxの好調により前回予想に比べ増収増益となります。また、連結につきましても、個別業績の修正に加

え、子会社各社業績の改善により前回予想に比べ増収増益となります。しかし、通期におきましては、現時

点においては不確定要素が多いため、当社期初在庫における棚卸資産評価損の確定額のみを反映し、前回予

想を据え置くこととします。

なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日平成20年８月11日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。
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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

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 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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が33百万円、税金

等調整前四半期純利益が２億４百万円それぞれ減少しております。

　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。

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」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、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37百万円減少しております。

　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」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期

間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　また、リース資産の償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響はありません。
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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 5,923,161 6,564,299

受取手形及び売掛金 5,261,888 5,201,861

有価証券 354,463 173,653

製品 1,241,325 1,314,092

原材料 1,701,892 1,923,808

仕掛品 1,391,963 1,448,454

貯蔵品 16,324 17,013

その他 984,477 1,078,413

貸倒引当金 △82,126 △58,456

流動資産合計 16,793,370 17,663,140

固定資産

有形固定資産 6,186,261 6,177,818

無形固定資産

のれん 878,529 1,723,112

その他 880,120 1,020,360

無形固定資産合計 1,758,649 2,743,472

投資その他の資産

投資有価証券 1,149,422 1,345,870

その他 588,476 682,054

貸倒引当金 △60,583 △44,988

投資その他の資産合計 1,677,315 1,982,937

固定資産合計 9,622,227 10,904,228

資産合計 26,415,597 28,567,369

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,024,175 4,412,646

1年内返済予定の長期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 443,365 230,120

賞与引当金 329,004 213,519

役員賞与引当金 6,252 8,963

その他 834,103 659,306

流動負債合計 6,236,900 6,124,555

固定負債

退職給付引当金 5,898 6,422

負ののれん 11,483 15,389

その他 226,706 607,879

固定負債合計 244,089 629,691

負債合計 6,480,989 6,754,247
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,761,941 2,761,941

利益剰余金 14,494,324 15,162,184

株主資本合計 20,351,390 21,019,251

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △554,196 470,611

評価・換算差額等合計 △554,196 470,611

少数株主持分 137,413 323,258

純資産合計 19,934,607 21,813,121

負債純資産合計 26,415,597 28,567,369
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(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 5,398,352

売上原価 3,556,047

売上総利益 1,842,305

販売費及び一般管理費 1,083,770

営業利益 758,534

営業外収益

受取利息 12,528

為替差益 25,897

負ののれん償却額 3,827

その他 6,061

営業外収益合計 48,315

営業外費用

支払利息 2,199

持分法による投資損失 88,033

貸倒引当金繰入額 18,228

その他 1,427

営業外費用合計 109,888

経常利益 696,961

特別損失

固定資産除却損 228

たな卸資産評価損 170,455

持分変動損失 11,470

特別損失合計 182,154

税金等調整前四半期純利益 514,806

法人税、住民税及び事業税 446,598

法人税等調整額 △187,675

法人税等合計 258,922

少数株主利益 25,534

四半期純利益 230,349
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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 514,806

減価償却費 228,563

のれん償却額 38,539

負ののれん償却額 △3,827

賞与引当金の増減額（△は減少） 115,485

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,711

退職給付引当金の増減額（△は減少） △523

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,856

受取利息及び受取配当金 △12,528

支払利息 2,199

為替差損益（△は益） △305,054

持分法による投資損益（△は益） 88,033

有形固定資産除却損 95

持分変動損益（△は益） 11,470

売上債権の増減額（△は増加） △290,389

たな卸資産の増減額（△は増加） 275,550

仕入債務の増減額（△は減少） △187,045

前払年金費用の増減額（△は増加） 8,675

その他 253,037

小計 774,232

利息及び配当金の受取額 12,528

利息の支払額 △183

法人税等の支払額 △216,928

営業活動によるキャッシュ・フロー 569,649

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 △309,216

無形固定資産の取得による支出 △1,330

その他 196

投資活動によるキャッシュ・フロー △310,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △455,205

少数株主への配当金の支払額 △95,050

その他 13,712

財務活動によるキャッシュ・フロー △536,543

現金及び現金同等物に係る換算差額 △183,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460,327

現金及び現金同等物の期首残高 6,737,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,277,625
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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)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１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

光学部材事業
(千円)

精密加工事業
(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

2,788,489 2,609,863 5,398,352 ─ 5,398,352

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

542,077 ─ 542,077 (542,077) ─

計 3,330,566 2,609,863 5,940,430 (542,077) 5,398,352

営業利益 405,513 353,020 758,534 ─ 758,534

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業の主な製品

　(1) 光学部材事業…………偏光フィルム、無機偏光板、位相差フィルム

　(2) 精密加工事業…………プロジェクタ部材、X線分析装置部材

３ 会計処理の変更

　① 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、「光学部材事業」が28,776千円、「精密加工事業」

が5,121千円それぞれ減少しております。

　② 「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」（企業会計基準委員会 平成18年

５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、「光学部材事業」が18,678千円、「精密加工事業」

が18,678千円それぞれ減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

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）

日本
(千円)

アジア
(千円)

北米
(千円)

その他の
地域
(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

3,413,573 1,515,117 469,662 ─ 5,398,352 ― 5,398,352

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,396,973 26,497 435,519 372,262 2,231,252 (2,231,252) ―

計 4,810,547 1,541,614 905,181 372,262 7,629,605 (2,231,252) 5,398,352

営業利益 330,336 52,415 363,195 82,874 828,821 (70,287) 758,534

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) アジア……………香港、中国

　(2) 北米………………アメリカ

　(3) その他の地域……オランダ

３ 会計処理の変更

　① 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、「日本」において33,897千円減少しております。

　② 「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」（企業会計基準委員会 平成18年

５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

ります。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、「北米」において37,357千円減少しております。

【海外売上高】

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）

アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,621,766 332,091 281,571 3,235,429

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 5,398,352

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

48.6 6.2 5.2 59.9

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) アジア地域………台湾、中国、韓国、香港等

　(2) 北米地域…………アメリカ、カナダ等

　(3) その他の地域……オーストリア、ドイツ、ベルギー等

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

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）

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表

　(1) (要約) 四半期連結損益計算書

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

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 5,601,067

Ⅱ 売上原価 3,824,926

　 売上総利益 1,776,140

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,019,051

　 営業利益 757,088

Ⅳ 営業外収益 101,511

Ⅴ 営業外費用 90,898

　 経常利益 767,702

Ⅵ 特別損失 126

      税金等調整前四半期純利益 767,575

      法人税、住民税及び事業税 336,903

      法人税等調整額 △5,304

      少数株主利益 30,537

　 四半期純利益 405,439
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　(2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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

区分 金額(千円)

Ⅰ 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 767,575

　 減価償却費 211,444

　 受取利息及び受取配当金 △6,394

　 支払利息 5,846

　 売上債権の増減額（△は増加） 320,054

　 たな卸資産の増減額（△は増加） 189,020

　 仕入債務の増減額（△は減少） △624,127

　 その他 136,540

　 小 計 999,961

　 利息及び配当金の受取額 6,394

　 利息の支払額 △1,292

　 法人税等の支払額 △200,642

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 804,420

Ⅱ 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 △445,394

　 無形固定資産の取得による支出 △1,150

　 投資有価証券の取得による支出 △729,655

　 その他 420

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,175,780

Ⅲ 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 △29,512

　 配当金の支払額 △480,059

　 少数株主への配当金の支払額 △104,202

　 その他 13,860

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △599,913

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,241

Ⅴ 現現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △982,515

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,677,810

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7,695,294
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