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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 47,134 ― 905 ― 895 ― △1,525 ―
20年3月期第2四半期 46,826 16.5 2,372 5.7 2,317 13.2 1,212 45.5

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 △21.02 ―
20年3月期第2四半期 16.26 16.24

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 85,874 40,722 43.1 532.02
20年3月期 84,056 41,539 49.1 553.86

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  36,992百万円 20年3月期  41,298百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 6.00

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 96,000 5.5 2,600 △42.7 2,100 △46.3 △700 ― △9.65

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）  有  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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８月８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７日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下
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、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。  

新規 1 社 （社名 株式会社光波 ） 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  75,067,736株 20年3月期  75,067,736株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,535,456株 20年3月期  502,939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  72,548,561株 20年3月期第2四半期  74,589,762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２四半期における我が国経済は、米国経済の減速をはじめ、米国の大手金融機関の業績悪化に端を発する金融

不安、株式・為替市場の変動、資源価格の高騰・急激な変動などの不安定な状況の中、景気は減速感を高め、輸出の

鈍化、生産や設備投資の減少、企業全般の収益も減少傾向が続き、個人消費に至っても伸び悩むなど、非常に厳しい

状況が続きました。

　当社を取り巻く市場環境としましても薄型ＴＶなどのデジタル家電の伸び悩み、設備投資の抑止・減少などによる

産業機器分野など堅調であった市場がやや鈍化するなど、一部、パソコンなどの情報端末分野など堅調な分野もあり

ますが、前年同期と比べますと市場全体が低調に推移した状況下にあります。また、原油価格や銅・鉄などの原材料

価格も高止まりしており、海外生産工場における労務費の上昇などもあり、原価の上昇が止まらない中、商品販売価

格の下落といった厳しい市場環境も続いております。

 このような市場環境のもと、当社グループの第２四半期の状況といたしまして、売上高は株式会社光波を連結子会社

化した増収効果があり471億3千4百万円（前年同期比0.7％増）となり、やや増収となりました。利益面では原材料価

格の高止まり及び連結子会社の増加による販管費の上昇・海外生産工場における労務費の上昇等もあり、営業利益で

は9億5百万円（同61.9％減）、経常利益では8億9千5百万円（同61.4％減）と大幅な減益となりました。また、当第２

四半期連結累計期間においては、特別損失として第１四半期に棚卸資産の評価に関する会計基準の適用初年度に当り、

たな卸資産評価損を8億9千1百万円計上し、第２四半期に電子化学材料関連で台湾事業の再構築として子会社株式売却

損を8億5千4百万円計上したことなどにより、四半期純損失は15億2千5百万円（前年同期は12億1千2百万円の黒字）と

なりました。

　当業界の今後の見通しにつきましては、世界的な金融市場の不安定化に対する懸念はより一層高まり、米国経済な

どをはじめ世界的な景気も下振れするリスクや原油価格・原材料価格の急激な変動などによる不安感も残り、先行き

に対する不透明感が続き、予断を許さない状況が続くと予想されます。このような環境のもと、当社グループといた

しましても、より一層のグローバルな経営体質の強化を図り、独自性や強みを発揮できる市場を中心に当社独自のオ

ンリーワン技術を駆使した競争力のある製品をタイミング良く市場投入し、事業効率をより一層高め、通期での売上・

利益目標を達成するよう努めてまいります。

（注）前年同四半期増減率及び前年同四半期の金額は参考として記載しております。

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、前期末比18億1千7百万円増の858億7千4百万円となりました。これは主に、株式会社光

波を連結子会社化したことにより棚卸資産が7億1千6百万円、有形固定資産が29億1百万円それぞれ増加し、自己株式

を21億5千3百万円取得したことにより現金及び預金が15億2千6百万円減少したことなどによります。

　当第２四半期末の負債合計は、前期末比26億3千4百万円増の451億5千2百万円となりました。これは主に、借入金が

32億8千9百万円増加したことなどによります。

　当第２四半期末の純資産合計は、前期末比8億1千6百万円減の407億2千2百万円となりました。これは主に、四半期

純損失15億2千5百万円による減少、自己株式の取得21億5千3百万円による減少、株式会社光波の株式を公開買付けし

たことにより少数株主持分が34億7千3百万円増加したことなどによります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の売上高は当初計画を下回る水準で推移しており、前年同期と比べてもやや鈍化した状

況にあります。また、原価面では原材料価格の高止まりに加え、中国の元高及び労務費の大幅な上昇が重なり、原価

の上昇が止まらず、一方で競争激化による商品の低価格化もあることから、収益面においては期初の予想を大きく下

回る見込です。

　年度ベースの業績予想を見直した結果、連結業績予想を修正いたします。

　平成20年８月８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あります。

（通期）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 104,000 3,500 3,500 750

今回修正予想（Ｂ） 96,000 2,600 2,100 △700

増減額（Ｂ－Ａ） △8,000 △900 △1,400 △1,450

増減率（％） △7.7 △25.7 △40.0 ―

前期実績 90,979 4,541 3,910 1,847

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）

　当社は、平成20年３月25日開催の取締役会において、株式会社光波（コード番号：6876 JASDAQ）の株式を公開買付

けにより取得することを決議し、平成20年３月26日から平成20年４月30日までの期間で公開買付けを実施いたしまし

た。その結果、当社は同社の普通株式3,600,400株（議決権比率52.21％）を取得し、同社は当社の子会社となりまし

た。

　また、同社の資本金の額は当社の資本金の額の百分の十以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当いた

します。

（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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

　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経過勘定項目の算定方法

　固定費的な要素が大きく予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法（予算に基づく見積

り）による概算額で計上する方法によっております。

④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定に関しては、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

を利用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。



（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）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．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、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。これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ124百万円減少し、

税金等調整前四半期純損失は1,016百万円増加しております。

３．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。これにより、当第

２四半期連結累計期間期首の利益剰余金が34百万円減少しております。また、これにより、損益に与える影響は

軽微であります。

４．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、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き、通常の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す。

　これにより、損益に与える影響は軽微であります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 16,852 18,379

受取手形及び売掛金 24,863 26,016

商品及び製品 3,880 3,485

仕掛品 2,101 2,447

原材料及び貯蔵品 6,836 6,169

その他 3,833 3,230

貸倒引当金 △441 △390

流動資産合計 57,927 59,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,223 15,304

減価償却累計額 △9,998 △9,461

建物及び構築物（純額） 6,224 5,843

機械装置及び運搬具 16,258 13,913

減価償却累計額 △11,267 △10,233

機械装置及び運搬具（純額） 4,990 3,680

工具、器具及び備品 9,972 9,088

減価償却累計額 △8,300 △7,569

工具、器具及び備品（純額） 1,672 1,518

リース資産 306 －

リース資産（純額） 306 －

土地 6,678 6,170

建設仮勘定 251 10

有形固定資産合計 20,124 17,223

無形固定資産   

のれん 533 473

リース資産 49 －

その他 1,282 971

無形固定資産合計 1,864 1,444

投資その他の資産   

投資有価証券 2,568 3,229

繰延税金資産 2,086 1,618

その他 1,369 1,244

貸倒引当金 △67 △43

投資その他の資産合計 5,957 6,048

固定資産合計 27,946 24,716

資産合計 85,874 84,056



（単位：百万円）

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 14,166 15,790

短期借入金 7,854 3,734

1年内返済予定の長期借入金 157 959

未払法人税等 339 377

賞与引当金 1,174 1,068

その他の引当金 59 102

リース債務 60 －

その他 5,515 5,410

流動負債合計 29,328 27,442

固定負債   

長期借入金 12,048 12,077

退職給付引当金 2,674 2,352

リース債務 288 －

その他 812 645

固定負債合計 15,823 15,075

負債合計 45,152 42,517

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,829 11,829

資本剰余金 15,337 15,337

利益剰余金 12,760 14,623

自己株式 △2,356 △203

株主資本合計 37,570 41,587

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 232 412

繰延ヘッジ損益 64 △159

為替換算調整勘定 △874 △541

評価・換算差額等合計 △577 △288

新株予約権 46 30

少数株主持分 3,683 209

純資産合計 40,722 41,539

負債純資産合計 85,874 84,056



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 47,134

売上原価 36,331

売上総利益 10,803

販売費及び一般管理費 9,898

営業利益 905

営業外収益  

受取利息 42

受取配当金 35

為替差益 140

その他 135

営業外収益合計 353

営業外費用  

支払利息 237

その他 126

営業外費用合計 363

経常利益 895

特別利益  

固定資産売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除売却損 37

たな卸資産評価損 891

子会社株式売却損 854

投資有価証券評価損 105

特別退職金 75

その他 85

特別損失合計 2,050

税金等調整前四半期純損失（△） △1,151

法人税、住民税及び事業税 357

法人税等調整額 111

法人税等合計 469

少数株主損失（△） △95

四半期純損失（△） △1,525



　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。

（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23日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を5,000,000株（発行済株式総数に占める割

合6.66％）取得しました。この結果、自己株式が2,153百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己

株式が2,356百万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（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  46,826 100.0

Ⅱ　売上原価  35,749 76.3

売上総利益  11,077 23.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  8,705 18.6

営業利益  2,372 5.1

Ⅳ　営業外収益    

受取利息 55   

受取配当金 38   

為替差益 14   

材料屑売却益 56   

その他 87 252 0.5

Ⅴ　営業外費用    

支払利息 233   

その他 74 307 0.7

経常利益  2,317 4.9

Ⅵ　特別利益    

固定資産売却益 27   

投資有価証券売却益 0 28 0.1

Ⅶ　特別損失    

たな卸資産処分損 482   

固定資産廃売却損 38 521 1.1

税金等調整前中間純利益  1,824 3.9

法人税、住民税及び事業税 349   

過年度法人税等 60   

法人税等調整額 212 622 1.3

少数株主損失  10 0.0

中間純利益  1,212 2.6
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