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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 3,083 ― △187 ― △198 ― △183 ―
20年3月期第2四半期 4,408 △11.4 27 △91.1 4 △97.5 △58 ―

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 △26.70 ―
20年3月期第2四半期 △8.74 ―

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 10,073 7,805 77.5 1,131.22
20年3月期 11,506 7,937 69.0 1,185.35

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  7,805百万円 20年3月期  7,937百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

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 7,500 △20.7 20 △87.9 10 △84.6 △70 ― △10.17

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．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．平成20年５月16日発表の連結業績予想を修正しております。具体的修正内容につきましては平成20年11月５日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く
ださい。また、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。  

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 6,908,350株 20年3月期 6,908,350株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 8,000株 20年3月期 212,000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 6,866,907株 20年3月期第2四半期 6,696,350株
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当第２四半期における当社グループを取り巻く経済環境は、原油や原材料の価格高騰、為替変動などの
不安定要素を背景に民間の設備投資意欲が減退したことを受け、個人消費も伸び悩むなど、極めて厳しい
展開となりました。  
 こうした状況のなか、主力製品の販売先であります自動販売機業界におきましては、飲料用自動販売機
関連製品は景気減速感と天候不順が重なり投資抑制が強まり、タバコ用自動販売機関連製品は成人識別対
応機の置き換えは完了したものの、いわゆるタスポ効果の影響（自動販売機から購入していたお客様がコ
ンビニへ流れること）から新台需要が抑制され、売上が低調のまま推移いたしました。また、LED応用製
品では、特にアミューズメント関連製品が市場の落ち込みの影響を大きく受け、売上が伸び悩みました。
 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、3,083百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ
1,325百万円（30.1％）の減少、営業損失は187百万円（前年同四半期連結累計期間は27百万円の営業利
益）、経常損失は198百万円（前年同四半期連結累計期間は４百万円の経常利益）、当四半期純損失は183
百万円（前年同四半期連結累計期間は58百万円の四半期純損失）となりました。 
 なお、前年同四半期増減率および前年同四半期の金額は参考として記載しております。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、19.7％減少し、5,939百万円となりました。これは、受取
手形及び売掛金が937百万円減少したこと、たな卸資産が325百万円減少したことなどによるものです。
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、0.7％増加し、4,134百万円となりました。  
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、12.5％減少し、10,073百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、43.0％減少し、1,645百万円となりました。これは、支払
手形及び買掛金が817百万円減少したこと、未払金が189百万円減少したことなどによるものです。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、9.0％減少し、622百万円となりました。  
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、36.5％減少し、2,267百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、1.7％減少し、7,805百万円となりました。これは、当四
半期純損失の計上、剰余金の配当および自己株式処分差損の計上により利益剰余金が308百万円減少し
たこと、一方で自己株式が269百万円減少したことなどによるものです。 
  

  

平成21年３月期通期の見通しにつきましては、米国に端を発する金融危機を背景に、景気減速懸念が高
まり、引き続き当社製品の市況は低迷すると見込まれます。 
 自動販売機関連製品では、飲料用が飲料メーカーの新規投資抑制が継続すると想定され、タバコ用では
いわゆるタスポ効果の影響により交換需要が期待できず、飲料用・タバコ用ともに引き続き低調となるも
のと見込まれます。またLED応用製品では、アミューズメント関連製品の売上が第２四半期までの期初計
画比出遅れを挽回するのが厳しいと見込まれます。 
 このような厳しい環境ではありますが、引き続き照明関連製品の開発に注力するとともに、時代のニー
ズにこたえる有望製品であるLED電球を始めとする各種製品のライン・アップを増強してまいります。他
方、生産性のさらなる向上に向け、製品群の生産拠点の見直しを実施し、効率的な生産体制を早期に構築
いたします。また同時に経費削減を徹底的に行い、当社グループ全体での収益性の改善に努めてまいりま
す。 
 こうした当社グループを取り巻く環境および当第２四半期の連結業績等を勘案し、業績予想の見直しを
行った結果、平成20年５月16日発表の連結および個別業績予想を修正いたしました。当該予想に関する詳
細は、平成20年11月５日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 なお、当業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、為
替等のリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は様々な要素により、業績予想とは大きく異な
り、業績予想について見直しが必要と判断した場合には速やかに開示いたします。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業
績予測やタックス・プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したもの
を使用する方法によっております。 
 また、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。 

  

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 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
り扱い」（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）を適用しております。  
 なお、当該変更による損益への影響はございません。 

  

③ 第１四半期連結会計期間から、「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 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 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、リース
資産として計上することにしております。また、リース資産の減価償却の方法は、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。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に与える影響はなく、営業損失、経常
損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響もありません。 

  

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)

(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

（簡便な会計処理）

(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
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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 2,144,938 2,108,836 

受取手形及び売掛金 1,984,220 2,921,730 

商品 21,734 12,184 

製品 522,471 581,273 

原材料 659,439 913,569 

仕掛品 87,656 104,536 

貯蔵品 50,375 55,950 

繰延税金資産 306,213 597,303 

その他 186,413 132,545 

貸倒引当金 △24,316 △28,308 

流動資産合計 5,939,147 7,399,623 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,733,300 1,747,547 

減価償却累計額 △828,623 △799,772 

建物及び構築物（純額） 904,677 947,774 

機械装置及び運搬具 2,199,043 2,259,412 

減価償却累計額 △1,604,590 △1,533,113 

機械装置及び運搬具（純額） 594,453 726,299 

土地 948,953 948,953 

建設仮勘定 28,870 26,731 

その他 958,785 948,295 

減価償却累計額 △795,571 △766,710 

その他（純額） 163,213 181,584 

有形固定資産合計 2,640,168 2,831,343 

無形固定資産 252,067 288,029 

投資その他の資産 

投資有価証券 418,840 440,690 

繰延税金資産 458,437 188,010 

その他 373,324 367,675 

貸倒引当金 △8,560 △8,864 

投資その他の資産合計 1,242,042 987,512 

固定資産合計 4,134,278 4,106,885 

資産合計 10,073,426 11,506,509 
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（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 913,874 1,731,355 

短期借入金 398,000 398,000 

未払法人税等 13,109 165,287 

賞与引当金 93,546 99,183 

その他 226,679 491,046 

流動負債合計 1,645,209 2,884,872 

固定負債 

長期借入金 36,000 45,000 

退職給付引当金 421,615 412,296 

その他 164,786 226,830 

固定負債合計 622,401 684,126 

負債合計 2,267,611 3,568,999 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,331,726 3,331,726 

資本剰余金 3,287,362 3,287,362 

利益剰余金 1,316,922 1,625,842 

自己株式 △10,585 △280,521 

株主資本合計 7,925,425 7,964,409 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 29,440 53,390 

為替換算調整勘定 △149,051 △80,289 

評価・換算差額等合計 △119,611 △26,899 

純資産合計 7,805,814 7,937,509 

負債純資産合計 10,073,426 11,506,509 
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(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 3,083,105 

売上原価 2,481,666 

売上総利益 601,438 

販売費及び一般管理費 789,195 

営業損失（△） △187,756 

営業外収益 

受取利息 622 

受取配当金 3,132 

持分法による投資利益 15,009 

不動産賃貸料 3,428 

その他 7,197 

営業外収益合計 29,390 

営業外費用 

支払利息 4,391 

為替差損 29,894 

その他 5,908 

営業外費用合計 40,195 

経常損失（△） △198,561 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 3,854 

特別利益合計 3,854 

特別損失 

固定資産除却損 163 

特別損失合計 163 

税金等調整前四半期純損失（△） △194,870 

法人税、住民税及び事業税 9,387 

過年度法人税等戻入額 △30,677 

法人税等調整額 9,758 

法人税等合計 △11,532 

四半期純損失（△） △183,337 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

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） 

 
（注） 株式会社タムラ製作所による当社株式に対する公開買付に自己株式を応募いたしました結果、自己株式が

269,936千円減少し、また自己株式処分差損の計上により利益剰余金が25,136千円減少しました。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 3,331,726 3,287,362 1,625,842 △280,521 7,964,409

当第２四半期末までの変動額

 剰余金の配当 △100,445 △100,445

 四半期純損失 △183,337 △183,337

 自己株式の処分 △25,136 269,936 244,800

当第２四半期末までの変動額合計 ─ ─ △308,919 269,936 △38,983

当第２四半期末残高 3,331,726 3,287,362 1,316,922 △10,585 7,925,425

㈱光波(6876)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

7



 
  

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

前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 4,408,767 100.0

Ⅱ 売上原価 3,500,771 79.4

   売上総利益 907,995 20.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 880,260 20.0

   営業利益 27,735 0.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 314

 ２ 受取配当金 4,745

 ３ 不動産賃貸料 4,000

 ４ 持分法による
   投資利益

5,269

 ５ 為替差益 18,800

 ６ その他 12,269 45,399 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,721

 ２ たな卸資産評価損 52,589

 ３ たな卸資産除却損 7,038

 ４ 売上割引 4,075

 ５ その他 37 68,462 1.5

   経常利益 4,671 0.1

Ⅵ 特別利益

   貸倒引当金戻入益 3,128 3,128 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 101

 ２ 固定資産除却損 363 465 0.0

   税金等調整前
   中間純利益

7,335 0.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

36,474

   法人税等調整額 29,405 65,879 1.5

   中間純損失(△) △58,544 △1.3

㈱光波(6876)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

8


