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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 20,155 ― 1,699 ― 1,790 ― 382 ―

20年3月期第2四半期 18,710 △0.9 1,645 5.3 1,700 9.5 817 △26.4

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 11.44 ―

20年3月期第2四半期 24.46 ―

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 43,940 21,909 44.2 580.72
20年3月期 41,893 21,534 45.8 573.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  19,403百万円 20年3月期  19,193百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

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 39,000 1.0 2,600 △24.5 2,500 △20.6 700 △40.3 20.95

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（２）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（３）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．平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において業績予想の修正を行っております。 
２．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。 
３．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 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  33,499,931株 20年3月期  33,499,931株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  87,379株 20年3月期  78,212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  33,416,891株 20年3月期第2四半期  33,430,335株
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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における国内経済は、エネルギー関連や資源価格の高騰に伴う物価高の影響により、

生産や設備投資の抑制の動きや個人消費も低調な状態が続いております。さらに欧米諸国の金融混乱に起因した急

激な株価下落、円高の進行や新興国経済の鈍化など、景気は減速感を強め、先行き厳しい状況が続いております。

このような環境の中で、当社グループは新製品の市場投入など、営業活動を積極的に展開した結果、当第２四半

期連結累計期間の売上高は201億５千５百万円（前年同期比7.7％増）となりました。これは、エレクトロニクス事

業部門のプロジェクターランプ用小型電源などが低調に留まり、前年同期を下回りましたが、メカトロニクス事業

部門とケミトロニクス事業部門において堅調な販売によるものであります。 

利益面におきましては、営業利益16億９千９百万円（前年同期比3.3％増）、経常利益17億９千万円（前年同期

比5.3％増）、四半期純利益３億８千２百万円（前年同期比53.2％減）となりました。 

当社グループにおける各事業部門の第２四半期連結累計期間の概況は次のとおりであります。 

［エレクトロニクス事業部門］ 

電源機器において半導体製造装置向けおよび液晶製造装置向け高電圧電源が好調で伸長しておりますが、プロジ

ェクターランプ用小型電源が厳しい価格競争により大きく低迷したため、売上高は前年同期比7.3％減の52億７千

４百万円（総売上高の26.2％）となりました。 

半導体デバイスは産業機器向けモジュール製品やカメラを中心としたデジタル機器向けの販売が好調であった結

果、売上高は前年同期比10.1％増の18億６千７百万円（総売上高の9.3％）となりました。その結果、エレクトロ

ニクス事業部門の売上高は前年同期比3.3％減の71億４千２百万円（総売上高の35.5％）となりました。 

［メカトロニクス事業部門］ 

精密機構部品は半導体設備関連市場において需要減少が続いておりますが、実装機関連、ATMなどの金融機器や

複写機・プリンター関連向けが堅調であったため、売上高は前年同期比3.7％増の19億４千万円（総売上高の

9.6％）となりました。 

システム機器は電気溶接機において自動車部品関連設備の継続的な投資抑制から低迷しましたが、光ディスク

製造装置が次世代ディスク規格のBD（ブルーレイディスク）へ統一となり、関連設備の需要増で伸長し、売上高は

前年同期比5.4％増の23億４千万円（総売上高の11.6％）となりました。その結果、メカトロニクス事業部門の売

上高は前年同期比4.7％増の42億８千万円（総売上高の21.2％）となりました。 

［ケミトロニクス事業部門］ 

合成樹脂塗料は中国市場でのパソコンや携帯電話向けが続伸し、また、国内では自動車向け環境対応型塗料の新

製品効果もあり、内・外装部品向けのメッキ用塗料やプラスチック用塗料が引き続き堅調に推移した結果、売上高

は前年同期比20.7％増の87億３千２百万円（総売上高の43.3％）となりました。 

   

（注）上記に記載しました前年同期増減率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２四半期連結会計期間末の総資産は、439億４千万円となり、前連結会計年度末より20億４千７百万円増加

いたしました。これは主に、売上債権が７億６千２百万円、たな卸資産のうち商品及び製品が７億６千３百万円増

加したことなどによるものであります。 

負債合計は、220億３千１百万円となり、前連結会計年度末より16億７千２百万円増加いたしました。これは主

に仕入債務が13億１千万円増加したことなどによるものであります。 

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間の連結業績予想は、海外での好調な合成樹脂塗料の販売に支えられましたが、エレクト

ロニクス事業部門のプロジェクターランプ用小型電源の落込みをカバーできず、売上高は当初業績予想に対し

1.2％減の201億５千５百万円となりました。 

 利益面につきましては、営業利益16億９千９百万円、経常利益17億９千万円と当初業績予想のとおりとなりまし

たが、四半期純利益が株価下落などにより投資有価証券評価損計上及び次世代DVD規格統一によりHD-DVD関連のた

な卸資産評価損を計上するに至り、当初業績予想に対し57.5％減の３億８千２百万円となりましたので、業績予想

の修正をいたしました。 
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 また、通期の連結業績予想も世界的な景気後退や株価下落、円高の進行を考慮し、下記のとおり修正いたしまし

た。なお、平成20年５月15日の決算短信で発表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） 

  

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） 

 該当事項はありません。 

   

（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）  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算出する方法によっております。 

②繰延税金資産の回収可能性の判断 

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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理） 

 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 

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１四半期連結会計期間より適用し、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、営業利益及び経常利益はそれぞれ149百万円、税金等調整前

四半期純利益は400百万円減少しております。  

  

（追加情報） 

  当社及び国内連結子会社は、平成20年度税制改正による法定耐用年数の見直しに伴い、当第１四半期連結会

計期間より改正後の耐用年数に基づき減価償却費を算定しております。これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益は、それぞれ16百万円減少しております。 

  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 

前回発表予想（Ａ） 41,000 3,500 3,200 2,000 58.84 

今回修正予想（Ｂ） 39,000 2,600 2,500 700 20.95 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △900 △700 △1,300 － 

増減率（％） △4.9 △25.7 △21.9 △65.0 － 

（参考）前期実績 

（平成20年３月期） 
38,594 3,442 3,146 1,173 34.21 
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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：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 5,244 5,200

受取手形及び売掛金 14,251 13,488

商品及び製品 2,241 1,478

仕掛品 3,540 3,572

原材料及び貯蔵品 1,599 1,462

繰延税金資産 409 253

その他 416 313

貸倒引当金 △460 △452

流動資産合計 27,244 25,315

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,596 2,698

機械装置及び運搬具（純額） 1,460 1,476

土地 4,418 4,418

その他（純額） 980 576

有形固定資産合計 9,456 9,170

無形固定資産 1,243 1,055

投資その他の資産   

投資有価証券 2,570 2,811

繰延税金資産 2,347 2,506

その他 1,252 1,304

貸倒引当金 △174 △270

投資その他の資産合計 5,996 6,351

固定資産合計 16,696 16,577

資産合計 43,940 41,893
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（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 9,103 7,793

短期借入金 2,510 2,511

1年内返済予定の長期借入金 525 595

未払法人税等 234 168

賞与引当金 650 643

その他 2,218 1,490

流動負債合計 15,242 13,202

固定負債   

退職給付引当金 6,618 6,900

負ののれん 144 －

その他 25 256

固定負債合計 6,788 7,157

負債合計 22,031 20,359

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,103 6,103

資本剰余金 5,216 5,216

利益剰余金 7,314 7,095

自己株式 △58 △52

株主資本合計 18,575 18,362

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 601 544

為替換算調整勘定 226 286

評価・換算差額等合計 827 831

少数株主持分 2,506 2,340

純資産合計 21,909 21,534

負債純資産合計 43,940 41,893
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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：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 20,155

売上原価 15,181

売上総利益 4,974

販売費及び一般管理費 3,274

営業利益 1,699

営業外収益  

受取利息 42

受取配当金 37

負ののれん償却額 16

その他 84

営業外収益合計 181

営業外費用  

支払利息 25

その他 65

営業外費用合計 90

経常利益 1,790

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産除却損 200

固定資産売却損 0

たな卸資産評価損 251

投資有価証券評価損 290

製品補償費 13

特別損失合計 756

税金等調整前四半期純利益 1,042

法人税、住民税及び事業税 322

法人税等調整額 △36

法人税等合計 285

少数株主利益 374

四半期純利益 382
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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。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

「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）

Ⅰ 売上高  18,710

Ⅱ 売上原価  14,024

売上総利益  4,685

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,040

営業利益  1,645

Ⅳ 営業外収益  171

  受取利息及び配当金  76

  その他の営業外収益  94

Ⅴ 営業外費用  116

  支払利息  31

  その他の営業外費用  84

経常利益  1,700

Ⅵ 特別利益  40

  関係会社等貸倒引当金戻入益  40

Ⅶ 特別損失  43

  固定資産売却・除却損  22

  製品補償費  21

税金等調整前中間純利益  1,697

法人税、住民税及び事業税  179

法人税等調整額  228

少数株主利益  471

中間純利益  817
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