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1.  平成21年4月期第2四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年10月31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4月期第2四半期 2,266 ― △135 ― △154 ― △171 ―

20年4月期第2四半期 2,549 △3.3 2 △95.7 △27 ― △28 ―

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4月期第2四半期 △22.76 ―

20年4月期第2四半期 △3.70 ―

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4月期第2四半期 6,069 1,867 30.7 246.72
20年4月期 6,668 2,050 30.6 270.72

（参考） 自己資本   21年4月期第2四半期  1,861百万円 20年4月期  2,042百万円

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4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年4月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 5,518 △2.0 124 ― 71 ― 5 ― 0.68

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 
・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。 
・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。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第2四半期  7,926,000株 20年4月期  7,926,000株

② 期末自己株式数 21年4月期第2四半期  380,440株 20年4月期  380,440株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第2四半期  7,545,560株 20年4月期第2四半期  7,545,560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、アメリカの景気減速と世界的な原油・資源価格の高

騰等の影響を受け、個人消費や設備投資をはじめとする国内需要は低迷が続きました。 

 このような状況において、当社グループは自社開発製品の販売拡大に努め、自動車、自動車部品、半導

体、携帯電話、デジタル家電、電子部品、液晶業界、医療業界等に重点を置き営業を展開してまいりまし

た。 

 バーコード関連事業においては、運輸業界を中心としたプリンタや、新製品の機械組込用固定式スキャ

ナの売上高は順調に推移いたしました。しかし、新製品の手動式バーコードリーダの開発遅れにより市場

投入が遅れ、客先の買替え希望に十分に対応できませんでした。また、医療業界においては、本年９月よ

り厚生労働省から通達されていた「医療用医薬品のバーコード表示」が施行されており、この新コード対

応のオフライン検証器を市場に投入しておりましたが、予想外に市場の動きが遅く、需要時期が見込みよ

り遅れております。さらにインライン用検証器の開発スケジュールの遅れにより、市場投入が遅れてしま

いました。その結果、バーコード関連事業の売上高は17億96百万円となりました。 

 Ｘ線事業においては、携帯電話などに使われるリチウムイオン電池の検査装置の売上高は順調に推移し

たものの、第２四半期に入り、Ｘ線顕微鏡などの高額製品の設備投資意欲が鈍り、販売台数が伸びません

でした。その結果、Ｘ線事業の売上高は３億６百万円となりました。 

 また、前期において株式会社ニヒコを連結子会社としたことにより、前期末よりセグメント区分におい

て「その他の事業」を設けております。その他の事業においても、当初見込んでいなかった半導体業界の

冷え込みの影響により、売上高は１億64百万円となりました。 

 以上の結果、全体の第２四半期連結累計期間の連結売上高は前期比11.1％減の22億66百万円となりまし

た。 

 利益面につきましては、設立まもない海外子会社の赤字傾向は解消されつつあり、また経費節減等費用

の圧縮に努めましたが、売上高減少に伴う利益減少の影響は大きく、営業損失は１億35百万円（前期は営

業利益２百万円）、経常損失は１億54百万円（前期は経常損失27百万円）、さらに繰延税金資産を保守的

に見積った結果、四半期純損失は１億71百万円（前期は四半期純損失28百万円）となりました。 

 なお、前年同期の増減率及び金額は参考として記載しております。 

  

（総資産） 

 総資産は、現金及び預金の増加がありましたが、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年

度比５億98百万円減の60億69百万円となりました。 

（負債） 

 負債は、借入金の増加がありましたが、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度比４億

15百万円減の42億２百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は、四半期純損失を計上したこと等により、前連結会計年度比１億83百万円減の18億67百万円

となりました。 

  

連結・個別ともに平成20年12月12日に発表しました業績予想値から変更はありません。 

・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。 
  

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。

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。 

減価償却の方法として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しております。 

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。 

債権債務及び取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合

わせる方法により相殺消去しております。 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見

積って計算しております。 
  

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
  

前連結会計年度において非連結子会社であった東研（上海）電子貿易有限公司は重要性が増したこ

とにより、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)を第１四半期連結

会計期間から適用しております。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。 

 なお、当第２四半期連結累計期間（平成20年５月１日から平成20年10月31日まで）は、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第50号 平成20年８

月７日）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用

しております。 

②「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)を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
  
  
  

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) 簡便な会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

⑤連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

⑥未実現損益の消去

(3) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①税金費用の計算

(4) 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

（連結の範囲の変更）

①連結子会社数 ６社

（会計方針の変更）
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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10月31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４月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,103,872 642,030 

受取手形及び売掛金 1,969,189 3,023,472 

商品及び製品 638,135 608,152 

仕掛品 417,246 384,914 

原材料及び貯蔵品 278,746 277,554 

その他 82,171 65,531 

貸倒引当金 △13,260 △13,445 

流動資産合計 4,476,101 4,988,209 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 484,622 500,559 

土地 606,047 606,047 

その他（純額） 117,156 141,418 

有形固定資産合計 1,207,825 1,248,024 

無形固定資産 

のれん 29,505 33,330 

その他 78,771 79,635 

無形固定資産合計 108,277 112,966 

投資その他の資産 

その他 308,636 350,379 

貸倒引当金 △31,089 △31,089 

投資その他の資産合計 277,546 319,289 

固定資産合計 1,593,650 1,680,281 

資産合計 6,069,751 6,668,490 
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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10月31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４月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,589,759 2,095,502 

1年内償還予定の社債 20,000 40,000 

短期借入金 1,887,468 1,665,237 

未払法人税等 18,034 23,240 

その他 154,438 168,532 

流動負債合計 3,669,700 3,992,513 

固定負債 

長期借入金 465,100 558,218 

退職給付引当金 67,849 67,186 

固定負債合計 532,949 625,404 

負債合計 4,202,650 4,617,918 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,134,200 1,134,200 

資本剰余金 994,200 994,200 

利益剰余金 △36,152 137,534 

自己株式 △208,285 △208,285 

株主資本合計 1,883,962 2,057,649 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △27,060 △18,693 

為替換算調整勘定 4,720 3,770 

評価・換算差額等合計 △22,340 △14,923 

少数株主持分 5,479 7,846 

純資産合計 1,867,101 2,050,572 

負債純資産合計 6,069,751 6,668,490 
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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５月１日 
至 平成20年10月31日) 

売上高 2,266,603 

売上原価 1,453,888 

売上総利益 812,715 

販売費及び一般管理費 948,200 

営業損失（△） △135,484 

営業外収益 

受取利息 621 

受取配当金 1,994 

保険解約返戻金 5,726 

その他 3,259 

営業外収益合計 11,602 

営業外費用 

支払利息 28,993 

手形売却損 1,039 

為替差損 336 

その他 309 

営業外費用合計 30,679 

経常損失（△） △154,561 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 185 

特別利益合計 185 

特別損失 

投資有価証券評価損 1,322 

ゴルフ会員権評価損 7,100 

特別損失合計 8,422 

税金等調整前四半期純損失（△） △162,799 

法人税等 11,172 

少数株主損失（△） △2,223 

四半期純損失（△） △171,748 
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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８月１日 
至 平成20年10月31日) 

売上高 1,315,790 

売上原価 837,786 

売上総利益 478,003 

販売費及び一般管理費 467,074 

営業利益 10,929 

営業外収益 

受取利息 318 

受取配当金 1,062 

保険解約返戻金 5,726 

その他 1,228 

営業外収益合計 8,335 

営業外費用 

支払利息 14,545 

手形売却損 817 

為替差損 3,797 

その他 128 

営業外費用合計 19,289 

経常損失（△） △23 

特別損失 

投資有価証券評価損 1,322 

ゴルフ会員権評価損 7,100 

特別損失合計 8,422 

税金等調整前四半期純損失（△） △8,446 

法人税等 73,233 

少数株主損失（△） △1,066 

四半期純損失（△） △80,613 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 
該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日） 
該当事項はありません。 

  

前中間連結損益計算書 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年10月31日)

区分 金額(千円) 百分比(％)

Ⅰ 売上高 2,549,057 100.0

Ⅱ 売上原価 1,577,601 61.9

   売上総利益 971,456 38.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 969,217 38.0

   営業利益 2,239 0.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 544

 ２ 受取配当金 2,726

 ３ 関係会社経営指導料 1,800

 ４ その他 3,780 8,851 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 22,875

 ２ 為替差損 2,802

 ３ たな卸資産除却損 4,811

 ４ 手形売却損 2,568

 ５ 債権売却損 3,536

 ６ その他 1,559 38,153 1.5

   経常損失（△） △27,063 △1.1

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 2,184

 ２ 投資有価証券売却益 8,000 10,184 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 関係会社株式評価損 15,000 15,000 0.6

   税金等調整前中間純損失（△） △31,878 △1.3

   法人税、住民税及び事業税 7,431

   法人税等調整額 2,638 10,069 0.4

   少数株主損失（△） △13,888 △0.6

   中間純損失（△） △28,059 △1.1
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