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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 1,836 ― △34 ― △64 ― △97 ―
20年3月期第2四半期 1,981 △30.9 94 ― 70 ― 27 ―

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 △7.04 ―
20年3月期第2四半期 1.94 ―

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 5,311 1,855 34.9 145.54
20年3月期 5,202 2,060 39.5 145.66

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,851百万円 20年3月期  2,055百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― 0.00

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 3,825 △5.5 33 △80.7 △27 ― △79 ― △5.68

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．本資料に記載されている業績予想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。 
２．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2四半期  15,463,116株 20年3月期  15,463,116株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,741,700株 20年3月期  1,315,752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  13,907,396株 20年3月期第2四半期  14,154,065株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や原材料のコスト上昇により企業収
益や個人消費に減速、停滞感が広がり、また、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の世
界的な混乱と金融不安の影響などにより、景気の先行きは、不透明感が払拭されないまま推移いたしまし
た。 
 当社グループが関連するテクノ製品業界におきましては、北米地域で景気後退の影響を受け、厳しい状
況で推移いたしました。メディカル製品事業では、依然品質や価格面において厳しい競争が続きました。
 その結果、当第2四半期累計期間の業績につきましては、売上高1,836百万円(前年同期比92.7%)、営業
損失34百万円(前年同期 営業利益94百万円)となりました。 
 部門別に見ますと、テクノ製品事業は、売上高1,500百万円(前年同期比95.5%)、営業利益は、248百万
円(前年同期比67.3%)となりました。 
 メディカル製品事業につきましては、売上高333百万円(前年同期比81.7%)、営業損失109百万円(前年同
期 営業損失81百万円)となりました。 
  経常損益は、経常損失64百万円(前年同期 経常利益70百万円)となりました。 
 特別損益では、有価証券の売却等により31百万円の特別利益がありましたが、貸倒引当金繰入35百万円
などの特別損失により、当第2四半期累計期間は、四半期純損失97百万円(前年同期四半期純利益27百万
円)の結果となりました。 
 
 ※ 前年同四半期増減率(前年同四半期の金額)は参考として記載しております。 

  

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、5,311百万円となり、前連結会計年度末に比べ108百万円増加
しました。主な増加要因は、受取手形及び売掛金の減少はありましたが、現金及び預金やたな卸資産等の
増加があったためです。負債では前連結会計年度末に比べ314百万円増加し、主な増加要因は社債及び負
ののれんの増加によるものです。純資産は前連結会計年度末に比べ205百万円減少し、主な要因は利益剰
余金の減少及び自己株式の増加によるものです。なお、当第2四半期末の自己資本比率は34.9％、１株当
たり純資産は145円54銭となりました。 
(キャッシュ・フローの状況) 
 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の残高は440百万円で、前期末に比べ98百万円増
加いたしました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、4百万円の支出となりました。 
 これは主に、税金等調整前四半期純損失90百万円に減価償却費134百万円、売上債権の減少額150百万円
がありましたが、たな卸資産の増加額202百万円があったためです。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、22百万円の支出となりました。 
 これは主に、投資有価証券の売却による収入49百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出
78百万円等によるものです。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、124百万円の収入となりました。 
 これは主に、長期借入金の返済等による支出はありましたが、社債の発行による収入243百万円があっ
たためです。 

  

第2四半期の業績を踏まえ、業績の予想の見直しを行った結果、平成20年5月16日にて公表いたしました
平成21年3月期の業績予想を修正しております。 
 詳細につきましては、本日別途開示いたしました「特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知
らせ」を参照ください。 

  

・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

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。 
  

簡便な会計処理  
 1.棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

2.固定資産の減価償却の算定方法  
固定資産の減価償却費の算定に当たり、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。  
3.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。 
 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、かつ、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。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日
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」(企業会計基準委員会
平成19年3月14日 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１四半期連結会計年度から適用し、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。  
 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

3.リース取引に関する会計基準等の適用  
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、リース取引開始日が平成２０年３月末以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ
いては、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとし
てリース資産（有形固定資産及び無形固定資産）に計上する方法によっております。  
 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  
(追加情報)  
 平成20年度の法人税法改正による法定耐用年数の短縮に伴い、機械装置について当第1四半期連結
会計期間より耐用年数を10年から9年へ変更しております。  
 これに伴い、変更前の法定耐用年数によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間における売
上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、四半期純利益は、それぞれ3,973千円
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. 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 465,477 365,903 

受取手形及び売掛金 886,956 1,041,827 

商品及び製品 88,311 75,073 

仕掛品 785,507 668,103 

原材料及び貯蔵品 224,309 151,851 

その他 123,304 130,891 

貸倒引当金 △11,347 △782 

流動資産合計 2,562,520 2,432,867 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,042,622 2,027,592 

減価償却累計額 △1,158,689 △1,125,541 

建物及び構築物（純額） 883,932 902,050 

機械装置及び運搬具 1,874,970 1,887,144 

減価償却累計額 △1,397,178 △1,372,985 

機械装置及び運搬具（純額） 477,791 514,158 

土地 722,523 722,523 

リース資産 138,174 － 

減価償却累計額 △27,634 － 

リース資産（純額） 110,540 － 

建設仮勘定 18,911 4,615 

その他 333,444 328,007 

減価償却累計額 △272,633 △268,161 

その他（純額） 60,811 59,846 

有形固定資産合計 2,274,510 2,203,194 

無形固定資産 

特許権 15,064 16,562 

のれん 39,690 45,360 

リース資産 11,661 － 

その他 9,608 11,850 

無形固定資産合計 76,024 73,773 

投資その他の資産 

投資有価証券 145,096 219,612 

長期貸付金 6,000 7,500 

出資金 3,904 3,904 

その他 221,033 207,075 

貸倒引当金 △36,819 △1,536 

投資その他の資産合計 339,214 436,555 

固定資産合計 2,689,750 2,713,522 

繰延資産 

開業費 52,178 55,059 

社債発行費 7,079 1,193 

繰延資産合計 59,257 56,252 

資産合計 5,311,528 5,202,642 
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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 426,242 397,762 

1年内償還予定の社債 60,000 55,000 

1年内返済予定の長期借入金 119,210 148,773 

短期借入金 296,000 291,000 

リース債務 44,200 － 

未払法人税等 9,589 11,162 

賞与引当金 70,434 69,606 

その他 158,042 163,783 

流動負債合計 1,183,719 1,137,087 

固定負債 

社債 280,000 75,000 

長期借入金 1,558,580 1,568,540 

リース債務 78,801 － 

繰延税金負債 10,975 25,766 

再評価に係る繰延税金負債 41,714 41,714 

退職給付引当金 151,910 173,823 

役員退職慰労引当金 24,558 66,475 

負ののれん 86,734 － 

その他 39,231 53,502 

固定負債合計 2,272,507 2,004,823 

負債合計 3,456,227 3,141,911 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,939,834 1,939,834 

資本剰余金 488,765 488,765 

利益剰余金 △151,133 △53,131 

自己株式 △326,465 △239,272 

株主資本合計 1,951,001 2,136,195 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △19,567 21,820 

土地再評価差額金 △87,226 △87,226 

為替換算調整勘定 7,310 △14,968 

評価・換算差額等合計 △99,483 △80,374 

少数株主持分 3,784 4,909 

純資産合計 1,855,301 2,060,731 

負債純資産合計 5,311,528 5,202,642 
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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 1,836,059 

売上原価 1,335,944 

売上総利益 500,114 

販売費及び一般管理費 534,402 

営業損失（△） △34,288 

営業外収益 

受取利息 283 

受取配当金 1,800 

為替差益 2,541 

その他 11,590 

営業外収益合計 16,215 

営業外費用 

支払利息 31,578 

その他 14,926 

営業外費用合計 46,505 

経常損失（△） △64,577 

特別利益 

固定資産売却益 598 

投資有価証券売却益 30,611 

特別利益合計 31,210 

特別損失 

固定資産除却損 124 

投資有価証券評価損 306 

貸倒引当金繰入額 35,616 

減損損失 2,018 

事務所移転費用 15,260 

その他 3,525 

特別損失合計 56,852 

税金等調整前四半期純損失（△） △90,219 

法人税、住民税及び事業税 7,560 

少数株主利益 137 

四半期純損失（△） △97,917 
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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 817,858 

売上原価 617,546 

売上総利益 200,311 

販売費及び一般管理費 269,167 

営業損失（△） △68,856 

営業外収益 

受取利息 204 

受取配当金 330 

その他 4,558 

営業外収益合計 5,092 

営業外費用 

支払利息 16,133 

為替差損 7,657 

その他 8,572 

営業外費用合計 32,362 

経常損失（△） △96,126 

特別利益 

固定資産売却益 542 

投資有価証券売却益 30,611 

特別利益合計 31,154 

特別損失 

固定資産除却損 124 

投資有価証券評価損 306 

貸倒引当金繰入額 17,812 

減損損失 2,018 

事務所移転費用 15,260 

その他 3,525 

特別損失合計 39,048 

税金等調整前四半期純損失（△） △104,020 

法人税、住民税及び事業税 △1,840 

少数株主損失（△） △2,827 

四半期純損失（△） △99,352 
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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（△） △90,219 

減価償却費 134,204 

減損損失 2,018 

のれん償却額 5,670 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,944 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,917 

賞与引当金の増減額（△は減少） 827 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 45,847 

繰延資産償却額 7,111 

受取利息及び受取配当金 △2,083 

支払利息 31,578 

為替差損益（△は益） 2,247 

有形固定資産除却損 124 

有形固定資産売却損益（△は益） △598 

投資有価証券売却損益（△は益） △30,611 

投資有価証券評価損益（△は益） 306 

売上債権の増減額（△は増加） 150,331 

たな卸資産の増減額（△は増加） △202,203 

仕入債務の増減額（△は減少） 31,194 

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,169 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,774 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,542 

小計 33,823 

利息及び配当金の受取額 2,326 

利息の支払額 △31,905 

法人税等の支払額 △8,306 

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,061 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △40,124 

定期預金の払戻による収入 39,000 

貸付けによる支出 △1,400 

貸付金の回収による収入 1,700 

有形固定資産の取得による支出 △78,272 

有形固定資産の売却による収入 26,443 

無形固定資産の取得による支出 △2,754 

投資有価証券の取得による支出 △615 

投資有価証券の売却による収入 49,256 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △16,008 

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,775 
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（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) 

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） 5,000 

長期借入れによる収入 40,000 

長期借入金の返済による支出 △79,523 

社債の発行による収入 243,496 

社債の償還による支出 △40,000 

設備関係割賦債務の返済による支出 △14,261 

リース債務の返済による支出 △28,540 

配当金の支払額 0 

自己株式の取得による支出 △877 

自己株式の売却による収入 227 

少数株主への配当金の支払額 △1,155 

財務活動によるキャッシュ・フロー 124,366 

現金及び現金同等物に係る換算差額 920 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,449 

現金及び現金同等物の期首残高 341,903 

現金及び現金同等物の四半期末残高 440,352 
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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。 

  

該当事項ありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 
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）    （単位：千円）  

 
(注) 1 事業の区分は、製品の種類・性質等の類似性及び内部管理上採用している区分を考慮して決定しておりま

す。 

 2 各区分の主な製品 

テクノ製品事業   ：サインペン先、コスメチック 

メディカル製品事業 ：医療機器（薬液注入器等） 

その他の事業    ：不動産賃貸 

 3 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の税制改正による法定耐用年数の変

更に伴い、経済的使用可能予測期間の見直しをした結果、機械装置について当第１四半期連結会計期間より

耐用年数を10年から9年へ変更しております。 

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、テクノ事業の営業利益は2,949千円減少し、メ

ディカル事業の営業損失は1,024千円増加しております。 

【所在地別セグメント情報】 
 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) 
全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま
す。 

【海外売上高】 
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)    （単位：千円） 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

テクノ事業
メディカル

事業
その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,500,881 333,857 1,320 1,836,059 ― 1,836,059

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 14,580 14,580 (14,580) ―

計 1,500,881 333,857 15,900 1,850,639 (14,580) 1,836,059

営業利益(又は営業損失) 248,806 △109,201 6,343 145,948 (180,236) △34,288

欧州 北米 中南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 390,138 226,407 101,597 396,788 2,019 1,116,951

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ─ ― 1,836,059

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

21.2 12.3 5.5 21.6 0.1 60.8
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                                   （単位: 千円）    

 
  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

                
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 1,939,834 488,765 △53,131 △239,272 2,136,195

当第2四半期連結会計期間末までの
変動額

四半期純損失 △97,917 △97,917

自己株式の取得 △877 △877

自己株式の処分 312 312

親会社が負担する負の少数株主持分 △86,627 △86,627

自己株式処分差損 △84 △84

利益剰余金への振替 84 △84      ―

当第2四半期連結会計期間末までの
変動額合計

     ―     ― △97,917 △87,192 △185,194

当第2四半期連結会計期間末残高 1,939,834 488,765 △151,133 △326,465 1,951,001
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 （１）（要約）中間連結損益計算書 

 

  

（２）（要約）事業の種類別セグメント情報  

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）        （単位：千円） 

 
  

  

  

「参考資料」

科目

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（千円）

Ⅰ 売上高 1,981,262

Ⅱ 売上原価 1,363,624

  売上総利益 617,637

Ⅲ 販売費及び一般管理費 522,785

  営業利益 94,852

Ⅳ 営業外収益 19,097

Ⅴ 営業外費用 43,815

  経常利益 70,134

Ⅵ 特別利益 45,380

Ⅶ 特別損失 45,805

 税金等調整前中間純利益 69,709

 法人税、住民税及び事業税 35,199

 法人税等調整額 △7,691

 少数株主利益 14,757

 中間純利益 27,444

テクノ事業
メディカル

事業
その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,571,254 408,591 1,416 1,981,262 ― 1,981,262

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 14,580 14,580 (14,580) ―

計 1,571,254 408,591 15,996 1,995,842 (14,580) 1,981,262

営業利益(又は営業損失) 369,846 △81,670 5,498 293,674 (198,821) 94,852
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