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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 5,421 ― 45 ― 76 ― 27 ―
20年3月期第2四半期 8,820 9.6 413 ― 480 ― 485 ―

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 3.31 ―
20年3月期第2四半期 57.86 ―

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 20,648 16,886 81.8 2,014.46
20年3月期 21,526 17,083 79.4 2,037.89

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  16,886百万円 20年3月期  17,083百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

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 9,900 △39.3 △300 ― △230 ― △280 ― △33.40

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、３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． 平成２０年８月８日に公表しました業績予想の修正を行っております。詳細につきましては、平成２０年１１月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧
下さい。 
２． 上記の予想は、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したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性が
あります。 
３．当連結会計年度より「四半期連結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方針」（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。  

新規 ― 社 （社名 ） 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 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  9,152,400株 20年3月期  9,152,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  769,640株 20年3月期  769,640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  8,382,760株 20年3月期第2四半期  8,382,760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２四半期連結累計期間は、当初期待した携帯電話向け静電容量タッチパネル用基板による収益の増加は見ら

れなかったものの、携帯電話向けＴＦＴパネル用基板、有機ＥＬ用基板及びカーナビゲーション向けタッチパネル

用基板を中心に受注の確保に努めた結果、売上高は54億21百万円、経常利益は76百万円、四半期純利益は27百万円

となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

（ＦＰＤ用基板） 

 ＦＰＤ用基板につきましては、携帯電話向けＴＦＴパネル用基板、有機ＥＬ用基板及びカーナビゲーション向け

タッチパネル用基板を中心に受注活動を展開した結果、売上高は38億19百万円となりました。 

（光学機器用部品） 

 光学機器用部品につきましては、データ対応型液晶プロジェクター向けやその他光学機器用部品への受注活動を

展開した結果、売上高は11億24百万円となりました。 

（その他） 

 その他につきましては、ＹＡＧレーザー用関連製品、計測機器向け減衰フィルター及び樹脂基板への成膜などを

中心に受注活動を展開した結果、売上高は４億77百万円となりました。 

 

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財政状態を前連結会計年度末と比較すると、総資産は８億77百万円減少、純資産

は１億96百万円減少し、自己資本比率は81.8％となりました。 

 増減の主なものは、流動資産では受取手形及び売掛金が７億42百万円減少し、固定資産では有形固定資産が２億

５百万円減少しました。流動負債では支払手形及び買掛金が２億42百万円減少し、固定負債では長期借入金が２億

65百万円減少しました。純資産では利益剰余金が１億19百万円減少し、その他有価証券評価差額金が65百万円減少

しました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億47百

万円増加し、71億11百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は７億68百万円となりました。これは主に、減価償却費の４億22百万円や売上債権

と仕入債務の減少により純額で４憶90百万円の資金増加要因等があったことによるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は３億75百万円となりました。これは主に、有形固定資産取得支出３億72百万円に

よるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は２億43百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入２億円がありま

したが、長期借入金の返済額３億17百万円及び配当金の支払額１億25百万円があったこと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 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記

載のとおり、従来予想を修正しております。 

 世界的な金融不安の影響により、当社主力製品が使用されているカーナビゲーション向けタッチパネルや携帯電

話向けフラットパネルが、それぞれの最終製品市場の低迷から生産調整が見受けられるなど、厳しい事業環境が想

定されることから、平成21年3月期の通期連結業績につきましては、売上高は99億円、営業損失は３億円、経常損

失は２億30百万円、当期純損失は２億80百万円と予想しております。 

 



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） 

 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 

 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

間按分して算定する方法によっております。 

 

 (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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

23,140千円減少しております。 

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の利益剰余金の期首残高が21,798千円減少しております。 

 なお、これによる損益への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：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 6,559,944 6,412,618

受取手形及び売掛金 2,850,435 3,592,713

有価証券 552,140 552,056

製品 324,331 201,093

原材料 439,790 483,738

仕掛品 194,170 173,950

貯蔵品 127,760 153,906

その他 130,484 175,730

貸倒引当金 △1,846 △1,933

流動資産合計 11,177,211 11,743,873

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,468,309 2,506,838

機械装置及び運搬具（純額） 2,699,355 2,247,387

土地 2,500,162 2,500,162

その他（純額） 339,193 958,412

有形固定資産合計 8,007,020 8,212,800

無形固定資産 53,632 55,261

投資その他の資産   

投資有価証券 704,398 794,845

その他 711,656 725,089

貸倒引当金 △4,938 △5,676

投資その他の資産合計 1,411,117 1,514,258

固定資産合計 9,471,770 9,782,320

資産合計 20,648,982 21,526,194



（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 881,586 1,124,306

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 559,892 611,892

未払法人税等 22,678 31,413

引当金 180,553 198,141

その他 454,998 717,688

流動負債合計 2,299,709 2,683,442

固定負債   

長期借入金 975,306 1,240,502

退職給付引当金 225,540 249,400

役員退職慰労引当金 257,975 266,057

その他 3,675 3,675

固定負債合計 1,462,496 1,759,634

負債合計 3,762,206 4,443,076

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 5,027,321 5,147,127

自己株式 △811,032 △811,032

株主資本合計 16,557,489 16,677,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186,474 252,370

為替換算調整勘定 142,812 153,452

評価・換算差額等合計 329,286 405,823

純資産合計 16,886,776 17,083,118

負債純資産合計 20,648,982 21,526,194



（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 5,421,577

売上原価 4,447,728

売上総利益 973,849

販売費及び一般管理費 928,033

営業利益 45,816

営業外収益  

受取利息 13,921

受取配当金 10,528

不動産賃貸料 19,641

為替差益 1,487

違約金収入 21,241

その他 11,330

営業外収益合計 78,151

営業外費用  

支払利息 12,907

減価償却費 21,927

不動産賃貸費用 7,930

その他 5,043

営業外費用合計 47,809

経常利益 76,157

特別利益  

貸倒引当金戻入額 824

特別利益合計 824

特別損失  

災害による損失 23,380

投資有価証券評価損 26,272

固定資産処分損 113

特別損失合計 49,766

税金等調整前四半期純利益 27,216

法人税、住民税及び事業税 6,850

法人税等調整額 △7,367

法人税等合計 △517

四半期純利益 27,733



（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利益 27,216

減価償却費 422,245

固定資産処分損益（△は益） 113

災害損失 23,380

投資有価証券評価損益（△は益） 26,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） △824

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,588

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,082

受取利息及び受取配当金 △24,449

支払利息 12,907

為替差損益（△は益） 2,988

売上債権の増減額（△は増加） 732,366

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,963

仕入債務の増減額（△は減少） △241,973

その他 △59,147

小計 775,601

利息及び配当金の受取額 23,825

利息の支払額 △12,564

災害損失の支払額 △7,230

法人税等の支払額 △15,002

法人税等の還付額 4,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 768,631

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 △400

定期預金の払戻による収入 400

有形固定資産の取得による支出 △372,301

無形固定資産の取得による支出 △1,200

投資有価証券の取得による支出 △2,272

投資有価証券の売却及び償還による収入 550

貸付けによる支出 △8,305

貸付金の回収による収入 8,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △375,014

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 200,000

長期借入金の返済による支出 △317,196

配当金の支払額 △125,920

財務活動によるキャッシュ・フロー △243,116

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147,409

現金及び現金同等物の期首残高 6,964,275

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,111,685



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 

    該当事項はありません。 

 

 (5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

   当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
ＦＰＤ用基
板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
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 3,819,641 1,124,305 477,630 5,421,577 － 5,421,577

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 3,819,641 1,124,305 477,630 5,421,577 － 5,421,577

営業利益又は営業損失（△） 681,178 △180,885 104,695 604,988 (559,172) 45,816

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類、性質、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事業 

 ＦＰＤ用基板事業 
携帯電話、カーナビゲーション、携帯情報端末、アミューズメント機器、
ノート型パソコン、デジタルカメラ等の表示用基板 

 光学機器用部品事業 
液晶プロジェクター、測定機器、ステッパー、光通信機器、医療用機器、
照明用機器等の光学機器用部品 

 その他の事業 
ディスプレイフィルター、太陽電池、透明ヒーター（デフロスター）、減
衰フィルター等の基板、fθレンズ、ビームエクスパンダーレンズ 

３．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）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、当第２四半期連結累

計期間の営業利益は、ＦＰＤ用基板事業で3,598千円、光学機器用部品事業で10,896千円、その他の事

業で8,645千円それぞれ減少しております。 

 



【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） 

 
日本 

（千円） 
中国 

（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 5,006,900 414,677 5,421,577 － 5,421,577

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

30,695 178,177 208,872 (208,872) －

計 5,037,596 592,854 5,630,450 (208,872) 5,421,577

営業利益又は営業損失（△） 657,615 △56,268 601,347 (555,531) 45,816

 （注）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）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、当第２四半期連結累計期間の

営業利益は、日本で14,345千円、中国で8,794千円それぞれ減少しております。 

 

【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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 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等 

(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 8,820,507 100.0

Ⅱ 売上原価 7,462,847 84.6

売上総利益 1,357,660 15.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 943,985 10.7

営業利益 413,675 4.7

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息 11,707

２ 受取配当金 8,344

３ 賃貸料収入 19,970

４ 保険満期返戻金 12,207

５ その他 34,261 86,491 0.9

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 9,075

２ 売上割引 817

３ 賃貸施設管理費 7,951

４ その他 2,275 20,120 0.2

経常利益 480,046 5.4

Ⅵ 特別利益 

１ 貸倒引当金戻入益 1,773 1,773 0.0

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産処分損 3,710 3,710 0.0

税金等調整前中間純利益 478,109 5.4

法人税、住民税及び事業税 6,810

法人税等調整額 △13,705 △6,895 △0.1

中間純利益 485,005 5.5

 



(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利益 478,109 

減価償却費 329,583 

固定資産処分損 3,710 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △1,605 

賞与引当金の増減額（減少：△） 3,299 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 1,430 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 3,473 

受取利息及び受取配当金 △20,052 

支払利息 9,075 

為替差損益（差益：△） △23,196 

売上債権の増減額（増加：△） △1,301,998 

たな卸資産の増減額（増加：△） △197,732 

その他資産の増減額（増加：△） △36,735 

仕入債務の増減額（減少：△） 779,369 

未払消費税等の増減額（減少：△） 36,965 

その他負債の増減額（減少：△） △503,813 

小計 △440,116 

利息及び配当金の受取額 19,501 

利息の支払額 △8,824 

法人税等の支払額 △8,450 

営業活動によるキャッシュ・フロー △437,890 

Ⅱ 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 △400 

定期預金の払出による収入 400 

有形固定資産の取得による支出 △773,996 

有形固定資産の売却による収入 14,043 

無形固定資産の取得による支出 △1,196 

投資有価証券の取得による支出 △2,099 

貸付けによる支出 △7,286 

貸付金の回収による収入 31,924 

投資活動によるキャッシュ・フロー △738,610 

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 △40,000 

長期借入金の返済による支出 △294,238 

配当金の支払額 △125,373 

財務活動によるキャッシュ・フロー △459,611 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 10,484 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △1,625,627 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,544,311 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,918,684 



 (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） 

 
ＦＰＤ用 
基板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
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 7,327,782 1,155,658 337,067 8,820,507 － 8,820,507

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 7,327,782 1,155,658 337,067 8,820,507 － 8,820,507

営業費用 6,320,765 1,307,284 193,895 7,821,945 584,886 8,406,832

営業利益又は営業損失（△） 1,007,016 △151,626 143,171 998,562 （584,886） 413,675

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類、性質、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等 

 ＦＰＤ用基板事業 
携帯電話、カーナビゲーション、携帯情報端末、アミューズメント機器、
ノート型パソコン、デジタルカメラ等の表示用基板 

 光学機器用部品事業 
液晶プロジェクター、測定機器、ステッパー、光通信機器、医療用機器、照
明用機器等の光学機器用部品 

 その他の事業 
ディスプレイフィルター、太陽電池、透明ヒーター（デフロスター）、減衰
フィルター等の基板、fθレンズ、ビームエクスパンダーレンズ 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  
前中間連結会計
期間（千円） 

主な内容 

 
消去又は全社の項
目に含めた配賦不
能営業費用の金額 

584,886 
総務・経理部門等
の管理部門に係る
費用であります。 

 

【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） 

 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、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） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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