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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 4,044 ― △724 ― △723 ― △4,474 ―
20年3月期第2四半期 4,345 156.2 △927 ― △957 ― △989 ―

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 △11.93 ―
20年3月期第2四半期 △2.74 ―

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 7,042 3,882 54.7 10.09
20年3月期 11,453 8,210 71.7 21.97

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,851百万円 20年3月期  8,210百万円

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 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 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  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 8,200 0.0 △1,100 ― △1,100 ― △4,900 ― △13.07

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、５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５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 
 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、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項については４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。 
  
 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。 

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  381,676,036株 20年3月期  373,836,036株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  281,489株 20年3月期  272,014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  374,866,716株 20年3月期第2四半期  360,999,721株
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【参考】 
平成 21 年 3 月期の個別業績予想（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） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当り 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

通 期 
2,600 17.3 △750 ― △600 ― △5,020 ― △13.39

平成 21 年 3 月期の通期の個別業績予想につきましては、 今後の景気動向や、市場の競合状況等を踏まえて、

通期の業績予想の見直しをおこないました。 

詳細につきましては、平成 20 年 10 月 31 日に公表した「特別損失の計上と業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 
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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 

  当第２四半期連結累計期間（平成 20 年 4 月 1 日~平成 20 年 9 月 30 日）におけるわが国経済は、原油

高を起因とする原材料価格が高騰する中で、サブプライムローンに端を発した金融危機が実体経済に波及

し、企業部門も輸出や設備投資が弱含むなど景気の減速傾向が一段と強くなりました。 

 当社グループは、このような経営環境のもと、業績の改善に向けて売上増に取組んでおりますが、収益

面では、不動産取引の成立があった前年同期と比較して下回ってはいるものの、当第 2 四半期連結累計期

間において、家庭機器事業ならびに部品加工事業において売上高の増加があり、売上高は 4,044 百万円（前

年同期比 6.9%減）となりました  

 利益面では、営業損失が 724 百万円（前年同期比 21.9%減）、経常損失は 723 百万円（24.5%減）とな

り、それぞれ前年同期に比較してやや改善しております。しかしながら、連結子会社である(株)創研の事

業において、事業環境の変化に伴い取得時に想定した事業計画より業績の推移が大きく遅れていることか

ら、保守的にその子会社に対する｢のれん｣の減損処理を行うことを決定し、減損損失 3,027 百万円ならび

に取引先に対する貸倒引当金の繰入額 703 百万円等の特別損失を加えた当第 2 四半期連結累計期間の純

損失は 4,474 百万円（前年同期比 352.2%増）となりました。 

 

  事業のセグメント別の状況 

当社グループの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。 

  〔事務機器事業〕 

国内における紙折り機の販売が伸び悩み、また海外の事務機販売も不振ななか、シュレッダーの国内販

売が堅調に推移し、事務機器事業の売上高は 395 百万円（前年同期比 1.5％増）となり、営業利益は 3

百万円(前年同期は 34 百万円の損失)となりました。 

  〔環境機器事業〕 

 「ミネラル還元水素水生成器」は順調に推移しましたが、オゾン関連商品の伸び悩みがあり、環境機器

事業の売上高は 358 百万円(前年同期比 2.7％減)となりましたが、営業利益は 132 百万円（前年同期比

393.3％増）となりました。 

  〔家庭機器事業〕 

 海外における編機販売が順調に推移し、また国内においても、「コノフ」ブランドの新製品の投入が売

上げ増に貢献したこともあり、家庭機器事業の売上高は 796 百万円（前年同期比 84.8％増）となり、営

業利益は 28 百万円(前年同期は 3 百万円の損失)となりました。 

  〔部品加工事業〕 

 金属プレス・樹脂成形の部品加工が順調に推移し、DVD 関連部品の販売も増加したことにより、部品

加工事業の売上高は 2,074 百万円（前年同期比 31.1％増）となりましたが、営業損失は 23 百万円（前年

同期比 85.1％減）となりました。 

  〔不動産事業〕 

 当第 2 四半期連結累計期間において、不動産売買・仲介の取引成立はありませんでした。  

  〔その他の事業〕 

 金型製作に販売増があり、その他の事業の売上高は 420 百万円(前年同期比 4.3％増)となり、営業利益

は 11 百万円(前年同期は 65 百万円の損失)となりました。 
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２． 連結財政状態に関する定性的情報   

  当第２四半期末の総資産は7,042百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,410百万円減少となりました。

その主な要因は、現金及び預金の減少 844 百万円、減損会計適用に伴うのれんの減少 3,186 百万円及び不

動産取得のための手付金等への貸倒引当金の計上による減少 645 百万円であります。 

 なお、純資産は 3,882 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 4,328 百万円の減少となりました。その

主な要因は、新株予約権の行使による株式の発行に伴う資本金及び資本剰余金の増加 127 百万円、四半期

純損失 4,474 百万円の計上によるものであります。 

 

  （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は（以下「資金」という。）の状況は、以下のと

おりです。 

 

当第 2 四半期連結累計期間

(平成 20 年 4 月１日～ 

平成 20 年 9 月 30 日) 

(百万円) 

前連結会計年度 

(平成 19 年 4 月 1 日～ 

平成 20 年 3 月 31 日) 

（百万円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー △527  △2,088  

投資活動によるキャッシュ・フロー △239  △557  

財務活動によるキャッシュ・フロー 64  893  

現金及び同等物に係る換算差額 △12  △０  

現金及び現金同等物の増減額 （△は減少額） △715  △1,753  

現金及び現金同等物の期首残高 1,337  3,090  

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 621  1,337  

  当第２四半期連結会計期間における資金の残高は 621 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 715 百

万円の減少となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は 527 百万円となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失

4,466 百万円、減損損失 3,027 百万円、貸倒引当金 649 百万円の増加によるものであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は 239 百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による

支出 327 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） 

財務活動による資金の増加は 64 百万円となりました。その主な要因は、新株予約権の行使による株式

の発行による収入 145 百万円、長期借入金の返済による支出 80 百万円であります。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

  平成 21 年 3月期の通期連結業績予想につきましては、今後の景気動向や、市場の競合状況等を踏まえ

て、通期の業績予想の見直しをおこないました。 

詳細につきましては、平成 20 年 10 月 31 日に公表した「特別損失の計上と業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 
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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なう特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

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  (2) 

① 

 

簡便な会計処理 

たな卸資産に係る未実現利益額の算出は、前連結会計期間の未実現利益率を基礎として合理的 

な方法により算出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 

該当事項はありません。 

四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更  (3) 

① 

 

 

 

四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用 

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 

 

 

 

 

 

たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっ

ておりましたが、当連結会計年度より「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、主として総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。なお、これによ 

る営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  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」の適用 

当第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 

面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年 5 月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を 

行っております。 

なお、これによる営業損失、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 673,701 1,517,988

受取手形及び売掛金 1,885,614 1,950,242

商品 342,135 276,276

製品 310,488 216,479

半製品 37,195 26,167

原材料 557,991 559,763

仕掛品 29,423 25,689

短期貸付金 195,000 115,000

その他 225,343 1,307,470

貸倒引当金 △25,239 △21,279

流動資産合計 4,231,655 5,973,799

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 838,955 616,548

その他（純額） 955,850 1,021,716

有形固定資産合計 1,794,805 1,638,265

無形固定資産   

のれん － 3,186,000

その他 161,287 161,540

無形固定資産合計 161,287 3,347,540

投資その他の資産   

長期預け金 1,000,399 －

その他 821,183 815,265

貸倒引当金 △967,186 △321,749

投資その他の資産合計 854,396 493,516

固定資産合計 2,810,488 5,479,322

資産合計 7,042,144 11,453,121
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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 1,210,521 1,143,427

短期借入金 145,000 145,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 188,038 200,093

未払法人税等 23,369 36,260

製品保証引当金 10,000 12,000

賞与引当金 48,362 38,386

災害損失引当金 23,564 23,564

その他 239,834 298,198

流動負債合計 2,088,689 2,096,929

固定負債   

長期借入金 251,768 320,133

退職給付引当金 783,013 787,477

その他 36,523 37,672

固定負債合計 1,071,304 1,145,283

負債合計 3,159,994 3,242,212

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,017,360 16,953,723

資本剰余金 846,774 783,137

利益剰余金 △13,953,230 △9,479,085

自己株式 △56,981 △56,770

株主資本合計 3,853,922 8,201,005

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 23,964 23,964

為替換算調整勘定 △26,817 △14,061

評価・換算差額等合計 △2,852 9,903

新株予約権 31,080 －

純資産合計 3,882,149 8,210,908

負債純資産合計 7,042,144 11,453,121
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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 4,044,781

売上原価 3,243,393

売上総利益 801,387

販売費及び一般管理費 1,525,791

営業損失（△） △724,404

営業外収益  

受取利息 11,900

受取配当金 734

講習会収入 10,875

その他 18,959

営業外収益合計 42,469

営業外費用  

支払利息 8,316

手形売却損 6,181

有価証券評価損 5,896

社債発行費償却 12,979

その他 7,746

営業外費用合計 41,120

経常損失（△） △723,055

特別利益  

固定資産売却益 4,921

特別利益合計 4,921

特別損失  

減損損失 3,027,406

貸倒引当金繰入額 703,127

その他 18,236

特別損失合計 3,748,769

税金等調整前四半期純損失（△） △4,466,903

法人税、住民税及び事業税 9,355

法人税等調整額 △2,113

法人税等合計 7,241

四半期純損失（△） △4,474,145
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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 2,049,410

売上原価 1,639,826

売上総利益 409,584

販売費及び一般管理費 768,560

営業損失（△） △358,976

営業外収益  

受取利息 6,659

その他 15,458

営業外収益合計 22,117

営業外費用  

有価証券評価損 12,480

社債発行費償却 12,979

為替差損 12,654

その他 8,069

営業外費用合計 46,184

経常損失（△） △383,042

特別利益  

固定資産売却益 4,753

特別利益合計 4,753

特別損失  

減損損失 3,009,000

その他 713,687

特別損失合計 3,722,687

税金等調整前四半期純損失（△） △4,100,976

法人税、住民税及び事業税 4,441

法人税等調整額 458

法人税等合計 4,900

四半期純損失（△） △4,105,877
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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（△） △4,466,903

減価償却費 137,629

減損損失 3,027,406

のれん償却額 177,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,975

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） 649,397

有価証券売却損益（△は益） △2,228

有価証券評価損益（△は益） 5,896

受取利息及び受取配当金 △12,634

支払利息 8,316

社債発行費償却 12,979

固定資産廃棄損 11,669

固定資産売却損益（△は益） 477

売上債権の増減額（△は増加） 64,627

たな卸資産の増減額（△は増加） △175,293

前渡金の増減額（△は増加） 15,549

その他の流動資産の増減額（△は増加） 27,311

仕入債務の増減額（△は減少） 67,094

その他の流動負債の増減額（△は減少） △57,428

小計 △505,621

利息及び配当金の受取額 9,088

利息の支払額 △10,008

法人税等の支払額 △21,385

営業活動によるキャッシュ・フロー △527,926
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 128,380

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △63

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 43,904

有形固定資産の取得による支出 △327,057

有形固定資産の売却による収入 35,320

無形固定資産の取得による支出 △27,195

貸付けによる支出 △204,000

貸付金の回収による収入 28,867

投資その他の資産の増減額（△は増加） 81,875

投資活動によるキャッシュ・フロー △239,967

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 145,000

短期借入金の返済による支出 △145,000

長期借入金の返済による支出 △80,420

新株予約権の行使による株式の発行による収入 145,374

自己株式の取得による支出 △211

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △715,907

現金及び現金同等物の期首残高 1,337,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 621,095
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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

　当社グループは、前２連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日及び平成19年４月１日～平成20年

３月31日）において、営業損失ならびに当期純損失を計上しました。また、当第２四半期連結累計期間において

も営業損失ならびに四半期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または

状況が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消するために、営業利益の確保と営業キャッシュ・フローの黒字化を実現する

ことが取組むべき最優先課題であると認識しております。

　当面の資金としては、平成20年８月18日に発行、平成21年２月を行使期限とする新株予約権の行使により、当

面の資金状況は改善する見込みであります。なお、当初不動産取得のための手付金900,000千円は９月までに資

金化する見込みでありましたが、不動産市況の冷え込みが思いのほか大きく今後の見通しも不透明なため回収見

込額を300,000千円とし、残額については貸倒引当金を計上いたしました。

　収益面については、当第２四半期連結累計期間では、前年同期比で売上高はわずかながら減少しているものの、

営業損失ならびに経常損失は縮小しております。収益面の更なる改善に向けて、既存事業における製品ライン

アップの絞込みを行い採算性の改善を図ります。その中でも、デザイン商品である「コノフ」ブランドのシュ

レッダーについては認知度の向上とともに売上増加傾向にあります。また、樹脂成形事業の営業強化により外部

からの受注増を図るとともに、増加傾向にある製造委託製品の取込みについても一層努力してまいります。　

　フレキシブルプリント基板の国内大手ユーザーに対する納入につきましては、事業環境の変化に伴い、当初の

見込みより更に遅れる見込みであります。一方、蒸着重合による樹脂被膜技術については、小型金属部品に対す

る樹脂被膜の効果について外部からの評価が高いことから、今後の受注に向けた準備を進めております。

　また、当第２四半期連結累計期間において、株式会社創研に対する「のれん」の減損処理を行いましたが、今

後は「のれん償却額」の負担が無くなり更なる収益改善が見込まれます。

　このように、収益構造の改革と新規事業の本格化に一層注力するとともに、連結グループの事業内容の見直し

と効率の改善を図り、早期に営業利益の確保と営業キャッシュ・フローの黒字化を実現すべく最大限の経営努力

をしてまいります。

　

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。
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（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

事務機器
事業
（千円）

環境機器
事業
（千円）

家庭機器
事業
（千円）

部品加工
事業
（千円）

不動産事
業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
185,649 186,925 502,996 891,000 － 282,837 2,049,410

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 26,991 － 25,525 52,517

計 185,649 186,925 502,996 917,992 － 308,363 2,101,927

営業費用 206,083 104,536 450,252 971,761 1,870 287,612 2,022,117

営業損益 △20,433 82,389 52,743 △53,769 △1,870 20,750 79,810

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
－ 2,049,410

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

(52,517) －

計 (52,517) 2,049,410

営業費用 386,269 2,408,386

営業損益 (438,786) △358,976
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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）

事務機器
事業
（千円）

環境機器
事業
（千円）

家庭機器
事業
（千円）

部品加工
事業
（千円）

不動産事
業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
395,097 358,468 796,332 2,074,731 － 420,152 4,044,781

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 45,777 － 50,267 96,044

計 395,097 358,468 796,332 2,120,509 － 470,419 4,140,825

営業費用 391,553 226,340 767,987 2,144,497 5,046 458,803 3,994,228

営業損益 3,543 132,128 28,344 △23,988 △5,046 11,615 146,597

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
－ 4,044,781

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

(96,044) －

計 (96,044) 4,044,781

営業費用 774,956 4,769,185

営業損益 (871,001) △724,404

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

事務機器事業 拡大プリンタ、ＬＣＤリペア、シュレッダー、紙折り機等の製造・販売

環境機器事業
ミネラル還元水素水生成器、オゾンガス発生機器、オゾン水生成装置、

空気清浄機等の製造・販売

家庭機器事業 編機、掃除機、リビング用品、健康機器等の製造・販売

部品加工事業

金属プレス・樹脂成形の部品加工、省力化機器装置・検査機器等の部品組立・加

工等、蒸着重合技術による薄膜表面処理、プリント基板、

車載用オーディオ等

不動産事業 不動産の売買・賃借・仲介等

その他の事業 物流、生命保険・損害保険の代行、金型製作、スポーツ機器等
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〔所在地別セグメント情報〕

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）

日本
（千円）

東アジア
（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
1,840,447 208,962 2,049,410 － 2,049,410

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 131,573 131,573 (131,573) －

計 1,840,447 340,536 2,180,984 (131,573) 2,049,410

　　　営業費用 1,772,661 328,512 2,101,173 307,212 2,408,386

　　　営業損益 67,786 12,024 79,810 △438,786 △358,976

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）

日本
（千円）

東アジア
（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
3,719,564 325,216 4,044,781 － 4,044,781

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,094 240,077 246,172 (△246,172) －

計 3,725,659 565,294 4,290,953 (△246,172) 4,044,781

　　　営業費用 3,611,653 532,702 4,144,356 624,829 4,769,185

　　　営業損益 114,005 32,591 146,597 △871,001 △724,404

　（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　東アジア・・・・・中国、香港、韓国
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〔海外売上高〕

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）

東アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 414,459 156,544 8,690 579,695

Ⅱ　連結売上高（千円） 2,049,410

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
20.2 7.6 0.4 28.2

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）

東アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 660,174 210,028 25,071 895,274

Ⅱ　連結売上高（千円） 4,044,781

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
16.3 5.2 0.6 22.1

　（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　　　　　（1）東アジア・・・・・中国、香港、韓国ほか

 　　　　　（2）ヨーロッパ・・・・ドイツ、オランダ、ロシアほか

 　　　　　（3）その他の地域・・・サウジアラビア、アメリカ、アラブ首長国連邦ほか

 　　 　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

　当社は、平成20年７月31日付けで発行した第２回新株予約権について、一部行使され払込みを受けました。こ

の結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が63,637千円、資本準備金が63,637千円増加し、当第２四半

期連結会計期間末において資本金が17,017,360千円、資本準備金が846,774千円となっております。

６．その他の情報

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）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 4,345,593 100.0

Ⅱ　売上原価 3,585,904 82.5

売上総利益 759,688 17.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,687,570 38.9

営業損失（△） △927,881 △21.4

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 12,810

２　有価証券売却益 1,078

３　為替差益 815

４　負ののれん償却額 4,144

５　その他 9,815 28,664 0.7

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 14,229

２　有価証券評価損 35,591

３　手形売却損 3,812

４　その他 4,350 57,983 1.3

経常損失（△） △957,201 △22.0

Ⅵ　特別利益

１　新株予約権戻入益 321,000 321,000 7.3

Ⅶ　特別損失

１　固定資産廃棄損 3,590

２　たな卸資産廃棄損 27,522

３　たな卸資産評価損 118,489

４　災害損失 52,086

５　減損損失 12,353

６　貸倒引当金繰入額 160,432 374,474 8.6

税金等調整前中間純損失
（△）

△1,010,675 △23.3

法人税、住民税及び事業税 10,371

法人税等調整額 △31,141 △20,769 △0.5

少数株主利益 △512 0.0

中間純損失（△） △989,393 △22.8
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △1,010,675

減価償却費 134,636

減損損失 12,353

災害損失 52,086

新株予約権戻入益 △321,000

有価証券売却益 △1,078

有価証券評価損 35,591

のれん・負ののれん償却額 200,303

退職給付引当金の増減額（△は減
少）

△41,307

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,158

貸倒引当金の増減額（△は減少） 160,432

製品保証引当金の増減額（△は減
少）

12,000

受取利息及び受取配当金 △12,810

支払利息 14,229

有形固定資産処分損 3,590

売上債権の増減額（△は増加） 142,680

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,527

前渡金の増減額（△は増加） △1,036,400

その他流動資産の増減額（△は増
加）

46,769

仕入債務の増減額（△は減少） 17,311

その他流動負債の増減額（△は減
少）

123,053

小計 △1,439,865

利息及び配当金の受取額 12,810

利息の支払額 △14,229

災害損失の支払額 △15,086

法人税等の支払額 △24,265

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,480,635
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 4,580

有形固定資産の取得による支出 △76,162

無形固定資産の取得による支出 △95,936

投資・有価証券の売却による収入 119,902

貸付けによる支出 △168,750

貸付金の回収による収入 15,904

その他投資の増減額（△は増加） △146,972

投資活動によるキャッシュ・フロー △347,435

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △300,000

長期借入金の返済による支出 △87,338

新株予約権の行使に伴う払込による
収入

1,368,000

自己株式の取得による支出 △351

財務活動によるキャッシュ・フロー 980,310

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,060

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減
少）

△848,821

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,090,293

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,241,471
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（３）セグメント情報

〔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）

事務機器事
業
（千円）

環境機器
事業
（千円）

家庭機器
事業
（千円）

部品加工
事業
（千円）

不動産事
業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
389,112 368,503 430,694 1,582,626 1,171,775 402,880 4,345,593

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 45,921 － 65,269 111,190

計 389,112 368,503 430,694 1,628,548 1,171,775 468,149 4,456,783

営業費用 423,760 341,717 434,602 1,790,068 1,076,150 533,181 4,599,479

営業損益 △34,647 26,786 △3,907 △161,520 95,625 △65,031 △142,696

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
－ 4,345,593

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

(111,190) －

計 (111,190) 4,345,593

営業費用 673,994 5,273,474

営業損益 (785,185) △927,881

〔所在地別セグメント情報〕

　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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

〔海外売上高〕

　　　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）

東アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 351,049 99,656 91,049 541,756

Ⅱ　連結売上高（千円） 4,345,593

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
8.1 2.3 2.1 12.5
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