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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 4,092 ― △414 ― △410 ― △656 ―
20年3月期第2四半期 2,842 △22.7 △476 ― △477 ― △478 ―

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 △108.95 ―
20年3月期第2四半期 △79.31 ―

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 12,983 7,565 58.3 1,255.01
20年3月期 18,925 8,264 43.7 1,370.70

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,565百万円 20年3月期  8,264百万円

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 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  無   

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 12,500 △12.5 400 △63.5 390 △63.2 110 △89.9 18.24

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、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 
 業績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されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。 
 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）および「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 無

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  6,032,000株 20年3月期  6,032,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,798株 20年3月期  2,800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  6,028,384株 20年3月期第2四半期  6,030,357株



※定性的情報における前年同期比較に関する情報は、参考として記載しております。 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱に端を発した実体経済の減速懸
念に加え、原油・原材料価格の高騰を背景に企業業績が伸び悩み、それに伴う設備投資判断も慎重さが増
すなど、景気は弱含みで推移いたしました。 
当社グループの主要事業であり、官公庁向け製品を主とする情報装置事業につきましては、公共投資が

総じて低調に推移するなか、シェアをめぐり競争が激化するなど厳しい状況で推移いたしました。一方、
民需を主とする検査装置事業は、既存顧客からのリピート需要により、車載電装品やエレクトロニクス機
器向けの受注が堅調に推移いたしました。 
このような状況のなか、当社グループでは顧客の幅広いニーズに対応するため、各部門の一層の連携を

図り、受注の確保に努めるほか、業務改善活動によるコスト削減などに取組んでまいりました。 
これらの結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、各事業とも期首の受注残物件を中心に売り

上がり、売上高40億92百万円(前年同期比44.0％増)、経常損失4億10百万円(前年同期は4億77百万円の損
失)となりました。なお、四半期純利益につきましては、通期業績予想を修正した結果、税効果会計の影
響による法人税等の調整により、四半期純損失6億56百万円(前年同期は4億78百万円の損失)となりまし
た。 
なお、当社グループの主要事業である情報装置事業の大半は、官公庁向けの道路交通に関わる情報装置

関連製品であり、例年、売上高は第４四半期、特に期末に集中する傾向がありますので、第２四半期連結
累計期間の収益は、相対的に低水準になっております。 
事業の種類別セグメントの概況につきましては、次のとおりであります。 

主力製品である道路情報システムが高速道路会社を中心に売り上がりました。この結果、売上高30億
30百万円(前年同期比69.3％増)、営業損失1億8百万円(前年同期は3億92百万円の損失)となりました。
なお、利益につきましては、ほぼ均等に発生する固定費に対して、売上高が期末に集中するといった季
節的変動が大きいことから、第２四半期連結累計期間では、赤字計上となっております。 

画像とレーザーを併用した高精度のプリント基板検査装置を中心に自動車関連の大口顧客向けに売り
上がりました。この結果、売上高は10億61百万円(前年同期比0.9％増)となりました。利益につきまし
ては、検査ニーズの高度化に伴う検査装置の大型化、複雑化などにより、コストが膨らみ利益を圧迫し
たことから、営業利益27百万円(前年同期比81.3％減)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ59億41百万円減少
し129億83百万円となりました。これは主に、売掛金の減少等によるものであります。負債につきまして
は、前連結会計年度末に比べ52億43百万円減少し54億18百万円となりました。これは主に、未払金の減少
等によるものであります。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ6億98百万円減少し75億65百
万円となりました。これは主に、利益剰余金の減少等によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動、投資活
動および財務活動によるキャッシュ・フローの支出の結果、15億20百万円の支出となり、当第２四半期連
結会計期間末には15億27百万円となりました。 

  

営業活動により支出した資金は5億23百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額40億円等の
増加要因はあるものの、たな卸資産の増加額8億5百万円、仕入債務の減少額17億66百万円、損害賠償金の
支払額14億71百万円等の減少要因によるものであります。 

  

投資活動により支出した資金は1億33百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収
入37百万円の増加要因はあるものの、有形固定資産の取得による支出90百万円、無形固定資産の取得によ
る支出80百万円の減少要因によるものであります。 

  

財務活動により支出した資金は8億64百万円となりました。これは短期借入金の減少額8億円等の減少要
因によるものであります。 

  

【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

① 情報装置事業

② 検査装置事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債、純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
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当社グループを取り巻く事業環境の見通しにつきまして、情報装置事業では、公共投資が抑制傾向のな
か、シェア競争が激化して苦戦を強いられており、今後の売上高および収益性への影響が懸念されます。
また、検査装置事業では、主要顧客である自動車関連企業が生産数量減少のなか、今回の円高による減

益幅の拡大が予想され、設備投資の抑制や見直しにより、今後の売上高および収益性への影響が懸念され
ます。 
これらの状況を踏まえて、通期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成20年10

月31日付「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、平成20年５月16日に発表いたし
ました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 
  
(通期)連結業績予想数値 

(単位：百万円) 

   
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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 
 第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企
業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用し、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63百万円増加して
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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想(Ａ) 14,100 1,140 1,120 1,100 182円45銭

今回修正予想(Ｂ) 12,500 400 390 110 18円24銭

増減額(Ｂ－Ａ) △ 1,600 △ 740 △ 730 △ 990 △ 164円21銭

増減率(％) △ 11.3 △ 64.9 △ 65.2 △ 90.0 －

前期実績 14,285 1,097 1,058 1,087 180円28銭

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

(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 1,527,607 3,048,426 

受取手形及び売掛金 1,564,459 6,430,650 

製品 57,168 63,496 

原材料 407,685 368,492 

仕掛品 4,476,516 3,704,496 

その他 601,395 775,067 

貸倒引当金 △2,723 △3,754 

流動資産合計 8,632,108 14,386,876 

固定資産 

有形固定資産 

土地 1,925,726 1,935,278 

その他（純額） 870,206 964,274 

有形固定資産合計 2,795,932 2,899,552 

無形固定資産 320,263 365,382 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,111,814 1,124,343 

その他 123,335 149,291 

貸倒引当金 － △172 

投資その他の資産合計 1,235,150 1,273,462 

固定資産合計 4,351,346 4,538,397 

資産合計 12,983,455 18,925,273 
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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 1,367,597 2,577,390 

短期借入金 900,000 1,700,000 

未払法人税等 15,497 25,300 

前受金 1,573,590 2,443,198 

賞与引当金 193,225 193,228 

製品保証引当金 94,855 85,579 

受注損失引当金 2,907 40,200 

その他 414,825 2,665,184 

流動負債合計 4,562,499 9,730,080 

固定負債 

長期借入金 198,120 232,080 

退職給付引当金 518,168 470,977 

役員退職慰労引当金 125,810 211,100 

その他 13,433 16,817 

固定負債合計 855,531 930,974 

負債合計 5,418,031 10,661,054 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,100,005 1,100,005 

資本剰余金 1,020,375 1,020,375 

利益剰余金 5,595,442 6,282,399 

自己株式 △2,615 △2,180 

株主資本合計 7,713,206 8,400,598 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △148,909 △136,379 

繰延ヘッジ損益 1,125 － 

評価・換算差額等合計 △147,783 △136,379 

純資産合計 7,565,423 8,264,219 

負債純資産合計 12,983,455 18,925,273 
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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 4,092,309 

売上原価 3,551,136 

売上総利益 541,173 

販売費及び一般管理費 955,964 

営業損失（△） △414,790 

営業外収益 

受取利息 1,468 

受取配当金 10,065 

廃材処分収入 2,734 

その他 1,772 

営業外収益合計 16,041 

営業外費用 

支払利息 8,838 

支払保証料 2,478 

その他 370 

営業外費用合計 11,687 

経常損失（△） △410,436 

特別利益 

固定資産売却益 349 

貸倒引当金戻入額 1,202 

特別利益合計 1,552 

特別損失 

損害賠償金 4,039 

固定資産除却損 3,426 

特別損失合計 7,465 

税金等調整前四半期純損失（△） △416,349 

法人税、住民税及び事業税 7,650 

法人税等調整額 232,810 

法人税等合計 240,460 

四半期純損失（△） △656,810 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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) 

売上高 2,578,492 

売上原価 2,137,692 

売上総利益 440,799 

販売費及び一般管理費 532,887 

営業損失（△） △92,088 

営業外収益 

受取利息 1,468 

受取配当金 622 

廃材処分収入 1,047 

その他 510 

営業外収益合計 3,649 

営業外費用 

支払利息 4,193 

支払保証料 1,576 

その他 4 

営業外費用合計 5,774 

経常損失（△） △94,213 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 981 

特別利益合計 981 

特別損失 

固定資産除却損 2,676 

特別損失合計 2,676 

税金等調整前四半期純損失（△） △95,908 

法人税、住民税及び事業税 917 

法人税等調整額 232,810 

法人税等合計 233,728 

四半期純損失（△） △329,636 
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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) 

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損失（△） △416,349 

減価償却費 178,192 

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,191 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △85,290 

受取利息及び受取配当金 △11,534 

支払利息 8,838 

売上債権の増減額（△は増加） 4,000,583 

たな卸資産の増減額（△は増加） △805,806 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,766,783 

その他 △185,393 

小計 963,644 

利息及び配当金の受取額 11,534 

利息の支払額 △5,968 

損害賠償金の支払額 △1,471,075 

法人税等の支払額 △21,552 

営業活動によるキャッシュ・フロー △523,417 

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 △90,493 

有形固定資産の売却による収入 37,362 

無形固定資産の取得による支出 △80,008 

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,139 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △800,000 

長期借入金の返済による支出 △33,960 

自己株式の取得による支出 △435 

配当金の支払額 △29,866 

財務活動によるキャッシュ・フロー △864,262 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,520,818 

現金及び現金同等物の期首残高 3,048,426 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,527,607 
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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。 

  

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) １ 事業の区分は売上集計区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 
３ 会計処理の方法の変更 

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」(企業会計基準委員会 企業会計基

準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、当第２四半期連結累計期間における情報装置事業の営業損失は56,685千円増加し、検査装置事業の営

業利益は6,414千円減少しております。 

  

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

情報装置事業 
(千円)

検査装置事業
(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

3,030,908 1,061,400 4,092,309 ― 4,092,309

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,030,908 1,061,400 4,092,309 ― 4,092,309

営業利益又は営業損失(△) △ 108,524 27,938 △ 80,585 (334,204) △ 414,790

事業区分 主要製品

情報装置事業 ＬＥＤ式情報(道路・河川等)システム、トンネル防災システム等

検査装置事業 基板検査装置、金物検査装置

(棚卸資産の評価に関する会計基準)

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

(1) 前中間連結損益計算書

（単位：千円）

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)

金額

Ⅰ 売上高 2,842,238

Ⅱ 売上原価 2,448,782

売上総利益 393,455

Ⅲ 販売費及び一般管理費 870,295

営業損失（△） △ 476,839

Ⅳ 営業外収益 16,866

Ⅴ 営業外費用 17,231

経常損失（△） △ 477,204

Ⅵ 特別利益 51,885

Ⅶ 特別損失 45,503

税金等調整前中間純損失（△） △ 470,822

税金費用 7,447

中間純損失（△） △ 478,270
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6. 受注状況

(1) 受注高

事業区分

前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間

比較増減(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

 至 平成19年９月30日) 至 平成20年９月30日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

情報装置事業 5,531,739 84.1 3,442,613 71.9 △ 2,089,125 △ 37.8

検査装置事業 1,046,011 15.9 1,348,324 28.1 302,312 28.9

合計 6,577,750 100.0 4,790,938 100.0 △ 1,786,812 △ 27.2

(2) 受注残高

事業区分

前中間連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末
比較増減

(平成19年９月30日) (平成20年９月30日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

情報装置事業 9,901,483 90.7 5,896,199 83.9 △ 4,005,283 △ 40.5

検査装置事業 1,015,452 9.3 1,135,390 16.1 119,937 11.8

合計 10,916,936 100.0 7,031,589 100.0 △ 3,885,346 △ 35.6
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