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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 9,262 ― 580 ― 550 ― 214 ―
20年3月期第2四半期 8,523 12.0 447 △2.0 453 1.4 246 △7.7

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2四半期 39.13 38.23
20年3月期第2四半期 47.00 44.91

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2四半期 14,812 5,873 39.2 1,060.63
20年3月期 13,840 5,822 41.4 1,044.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,812百万円 20年3月期  5,729百万円

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 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 20,000 7.0 1,220 4.5 1,150 △0.4 500 △10.5 90.76

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、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） 

※ 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15日及び平成20年８月４日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．業績予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値
と異なる場合があります。業績予想に関する事項につきましては、３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。 
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 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  5,509,140株 20年3月期  5,485,240株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  29,100株 20年3月期  50株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  5,475,719株 20年3月期第2四半期  5,241,650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２四半期（６か月）の国内経済は、原油価格や原材料の高騰による諸物価の上昇や世界的な金融不安の影響等

も重なって、個人消費の減退だけでなく企業収益が圧迫されたことから低迷しております。緩やかながら長期にわた

って続けてきた景気回復がついには後退局面に向い、先行きが一層不透明な状況となっております。 

  このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社６社）は、シェアアップと利益率向上を目標に

掲げ、「ものづくり」体制の強化とグローバル展開の推進でグループ経営の飛躍を図っております。 

  景況感の悪化等により、販売事業の音響機器販売事業部門では、一部の市場で設備投資を手控えている状況もあっ

て弱含みとなってはおりますが、見込んでいた大型案件はほぼ確保しました。映像製品の開発・製造・販売事業部門

では、高額取引ゆえに以前にも増して成約までに時間がかかる状況が見受けられましたが、前連結会計年度に引き続

いてのグローバル展開や、国内での屋外市場（デジタルサイネージ）シェアアップを推進いたしました。 

 サービス事業においては、集客力のある人気アーティストが、コンサート活動を活発に展開していることから、コ

ンサート音響事業部門、イベント映像事業部門とも、コンサート案件を軸に好調さを堅持しております。特にコンサ

ート音響事業部門は、過去 高の業績で推移しております。 

  このように事業部門ごとの市況に温度差が生じており、一部では弱含み懸念もありますが、当社グループは売上規

模を拡大させております。サービス事業は総じて好調推移しており、グループの収益牽引役として寄与度を高めてお

ります。在外子会社では為替変動による差損計上があったことで、収益への貢献度を高めることが出来ませんでし

た。 

  これらの結果、売上高9,262百万円（前年同期比8.7％増）、営業利益580百万円（同29.9％増）、経常利益550百万

円（同21.4％増）となりましたが、商品評価損（特別損失）42百万円、法人税等296百万円を計上したこと等から四

半期純利益は214百万円（同13.0％減）となりました。（前年同期比は参考、以下も同様。） 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

［販売事業］ 

 販売事業においては、当第２四半期連結会計期間から企業の設備投資意欲が後退しており、案件数も減少傾向が見

受けられ、今後の市場動向が大いに気になるところではありますが、着実な成長とシェアアップを遂げております。

 音響機器販売事業部門では、SHURE等の人気輸入ブランドが売上に貢献するとともに放送局案件をはじめとした機

器更新案件は着実に獲得しましたが、安定した売上を維持してきた輸入音響機器ブランドの人気の高い流通商品に

も、買い控えの兆候が見受けられました。市場環境の厳しいこの時期こそ当社グループとしての好機であると捉え、

需要喚起策と経費削減策でシェア確保、利益確保に動きました。大型案件としては、都心繁華街に新装リニューアル

したシネマコンプレックス（複合型映画館システム）向けの音響システムや在京テレビ局の音響システム等の案件を

獲得する等善戦いたしました。 

 映像製品の開発・製造・販売事業部門は、国内外へ販売した当社製ChromaLEDの新製品が著名施設への納入や海外

イベント会社の機材採用枠の拡大などで大いに健闘しております。特に、屋外市場（デジタルサイネージ）では、商

業の街、東京・日本橋の橋のたもとに大型ビジョンを設置・納入したことに続き、世界の名だたるメーカーが設置場

所確保にしのぎを削っている重要戦略エリア、東京・渋谷の駅前交差点に向けた大型ビジョンも設置・納入いたしま

した。また、官公庁や文教市場においては、業界ニーズを超えた超高精細ハイ・スペック(４Ｋシステム)の視聴覚シ

ステムの設置・納入等で成果をあげております。 

 これらの結果、販売事業の売上高は5,244百万円（同14.3％増）となりました。 

  

［サービス事業］ 

  サービス事業においては、株主総会案件で受注件数が増加し業績に寄与しました。コンサート音響事業部門では、

集客力のある人気アーティストのコンサートで、アリーナツアーが活発になったことから過去 高の業績で推移し、

当社グループ全体の収益を牽引しております。それに加えて、イベント映像事業部門では、コンサート映像や企業の

販促イベントにおける大型映像の需要が引き続き拡大基調であること、LEDディスプレイ・システムが受注領域をま

すます広げていることで概ね計画通りに推移しており、さらにコンベンション案件も子会社を中心に堅調に推移いた

しました。 

 これらの結果、サービス事業の売上高は4,017百万円（同2.1％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２四半期連結会計期間末の資産合計は14,812百万円となり、前連結会計年度末と比べて971百万円増加しまし

た。これは受取手形及び売掛金が増加したことが主な要因であります。  

  負債合計は8,939百万円となり、前連結会計年度末と比べて921百万円増加しました。これは短期借入金が増加し

たことが主な要因であります。  

  純資産合計は5,873百万円となり、前連結会計年度末と比べて50百万円増加しました。これは利益剰余金が増加し

たことが主な要因であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 金融不安を抱えて世界的に景気後退の懸念が強まっている中で、わが国も景気の減速傾向が鮮明になってきたこと

から先行き不透明な状況となっており、当社の属する業界においても業績への影響が懸念されます。 

 販売事業においては、特に音響機器販売事業部門では、例年になく大型案件が少ないうえに売上の基盤となる流通

商品販売の一部に弱含みの状況が出ています。また、プロシューマー関連商品の需要が高まる冬の商戦を前にして先

行き不安による消費者の買控えも予想されます。当連結会計年度末の３月駆け込み需要にも、大きな成果は期待でき

ない状況ではありますが、平成20年10月14日に発表した当社グループ内事業再編の実施により、業務の集約や効率化

による具体的な収益効果が当第３四半期連結会計期間以降に反映されます。さらに当該部門でのシステム販売強化策

はじめ、追加施策等々から急速な収益向上を見込んでおります。 

 映像製品の開発・製造・販売事業では、当第４四半期連結会計期間に予定しているLEDディスプレイ・システムの

海外向け大型販売案件がありますが、金融市場や為替相場からの影響が懸念されます。また、製造原価の圧縮、販売

管理費の削減その他為替変動等々、利益率改善に向けた施策が諸物価の上昇等により計画通りの進捗を描き難い環境

と予想されますが、当社グループの成長へ向けた研究開発費に関しては、積極的な投資を計画しております。 

 他方、サービス事業においては、コンサート音響事業、イベント映像事業両部門ともにコンサート案件を軸として

引き続き好調に推移する見込です。特に当連結会計年度は、アーティストの活動が活発なことに加えて、年度が替わ

ってからスタートすることの多いコンサートツアーで、当連結会計年度末(２月・３月)から前倒しで開催される案件

が複数予定されていることもあり、販売事業の業績懸念は好調のサービス事業の業績でカバーできると見込んでおり

ます。 

 以上の結果、通期業績予想につきましては、平成20年５月15日及び平成20年８月４日に発表した数値を、売上高

20,000百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益1,220百万円（同4.5％増）、経常利益1,150百万円（同0.4％減）、

当期純利益500百万円（同10.5％減）に修正いたします。 

 なお、個別の通期業績予想につきましては、精査中であります。  

  

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 

    ①経過勘定項目の算定方法 

      一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

    ②固定資産の減価償却費の算定方法 

   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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  ①税金費用の計算 

   税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利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。 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生

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想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  



（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 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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、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、主として移動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。この変更により、第１四半期連結会計期間におい

て、当期首時点で保有していたたな卸資産に係る簿価切下げ額42,691千円を特別損失として計上しておりま

す。また、当第２四半期連結会計期間において、たな卸資産に係る簿価切下げ額2,786千円を売上原価として

計上しております。この結果、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が

2,786千円、税金等調整前四半期純利益が45,478千円それぞれ減少しております。 

３．国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得原価の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得原価の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。なお、これによる損益への影響額は軽微であります。 

４．当社及び国内連結子会社は、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、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、これによる損益への影響額は軽微であります。 

  また、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。 

５．在外連結子会社は、従来より通常の売買処理に準じた会計処理によっており、在外連結子会社のリース取引

について、リース資産を「機械装置及び運搬具」に、リース債務は「その他」に含めて表示しておりました。

しかし、４．その他（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４．に記

載のとおり、「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、当社及び国内連結子会社のリース資産、リース債務が別掲されることなったため、在外連結子会社の

リース取引についても「リース資産」及び「リース債務」として表示することにいたしました。 

  なお、前連結会計年度の「機械装置及び運搬具」に含まれているリース資産の金額は、414,743千円、「リ

ース債務（流動負債）」は118,947千円、「リース債務（固定負債）」は464,332千円であります。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,407,055 2,672,825

受取手形及び売掛金 4,179,256 3,094,003

商品 1,426,866 1,512,865

未着商品 128,252 37,225

製品 339,586 330,813

原材料 322,343 373,121

仕掛品 487,426 727,240

その他 706,677 500,611

貸倒引当金 △74,096 △112,459

流動資産合計 9,923,368 9,136,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,237,391 1,192,073

減価償却累計額 △602,249 △569,921

建物及び構築物（純額） 635,142 622,152

機械装置及び運搬具 5,618,710 6,233,910

減価償却累計額 △3,665,447 △3,882,194

機械装置及び運搬具（純額） 1,953,263 2,351,716

工具、器具及び備品 661,317 558,054

減価償却累計額 △405,391 △363,351

工具、器具及び備品（純額） 255,925 194,702

リース資産 568,406 －

減価償却累計額 △92,652 －

リース資産（純額） 475,754 －

その他 432,176 505,534

有形固定資産合計 3,752,261 3,674,104

無形固定資産   

のれん 189,953 125,323

その他 144,001 139,383

無形固定資産合計 333,955 264,706

投資その他の資産   

その他 993,359 921,870

貸倒引当金 △190,052 △155,988

投資その他の資産合計 803,307 765,882

固定資産合計 4,889,523 4,704,693

資産合計 14,812,892 13,840,942



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,499,194 1,383,837

短期借入金 3,140,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 555,000 695,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

リース債務 142,595 －

未払法人税等 295,548 480,890

賞与引当金 297,938 317,421

役員賞与引当金 23,463 31,445

製品保証引当金 13,184 19,769

その他 733,055 1,137,643

流動負債合計 6,719,979 5,586,006

固定負債   

社債 160,000 170,000

長期借入金 877,500 1,155,000

リース債務 515,673 －

退職給付引当金 570,988 534,145

負ののれん － 11,970

その他 95,481 561,451

固定負債合計 2,219,644 2,432,567

負債合計 8,939,624 8,018,573

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,709,103 1,701,455

資本剰余金 2,062,217 2,054,569

利益剰余金 2,118,282 1,986,319

自己株式 △32,931 △193

株主資本合計 5,856,671 5,742,151

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,661 16,032

繰延ヘッジ損益 △4,303 △17,800

為替換算調整勘定 △56,715 △10,497

評価・換算差額等合計 △44,358 △12,265

少数株主持分 60,954 92,482

純資産合計 5,873,267 5,822,368

負債純資産合計 14,812,892 13,840,942



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 9,262,113

売上原価 6,250,712

売上総利益 3,011,401

販売費及び一般管理費 2,430,785

営業利益 580,616

営業外収益  

受取利息 6,990

受取配当金 2,002

負ののれん償却額 11,970

その他 35,600

営業外収益合計 56,563

営業外費用  

支払利息 41,329

為替差損 35,880

その他 9,794

営業外費用合計 87,004

経常利益 550,176

特別利益  

固定資産売却益 1,071

特別利益合計 1,071

特別損失  

固定資産売却損 257

固定資産除却損 22,072

商品評価損 42,691

特別損失合計 65,021

税金等調整前四半期純利益 486,226

法人税等 296,944

少数株主損失（△） △24,959

四半期純利益 214,240



 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。 

  

（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 

 当社は、平成20年５月15日及び平成20年８月25日開催の取締役会において決議したとおり、会社法第165条第

３項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得しております。こ

の結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が32,738千円増加し、当第２四半期連結会計期間末におい

て自己株式が32,931千円となっております。 

  



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        8,523,489  100.0

Ⅱ 売上原価        5,916,720  69.4

売上総利益        2,606,769  30.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,159,751  25.3

営業利益        447,018  5.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  606            

２．受取配当金  1,466            

３．負ののれん償却額      28,025            

４．仕入割引  11,084            

５．保険金収入      3,730            

６．受取損害賠償金  1,068            

７．その他      6,748  52,730  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  29,672            

２．支払手数料  9,009            

３．その他      7,770  46,452  0.6

経常利益        453,296  5.3

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益      109            

２．貸倒引当金戻入益  530  639  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  724            

２．固定資産除却損  1,929            

３．商品廃棄損  16,727            

４．事務所移転費用  3,009            

５．保険解約損  3,117            

６．その他      3,294  28,802  0.3

税金等調整前中間純利益        425,134  5.0

法人税、住民税及び事業
税 

 279,197            

法人税等調整額  △100,420  178,776  2.1

中間純利益        246,357  2.9
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