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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 5,065 ― 60 ― 42 ― △199 ―

20年3月期第3四半期 7,075 △16.5 1,004 △37.6 954 △41.2 524 △45.2

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3四半期 △9.22 ―

20年3月期第3四半期 23.45 ―

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3四半期 10,305 9,277 90.0 427.98
20年3月期 10,894 9,645 88.5 444.92

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,277百万円 20年3月期  9,645百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 2.25 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.25 4.50

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 6,203 △31.1 △123 ― △143 ― △417 ― △19.24

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 
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。 
業績予想につきましては、現時点では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、今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 
上記予想に関する事項は２ページ【連結業績予想に関する定性的情報】をご覧ください。  

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3月期第3四半期  22,806,900株 20年3月期  22,806,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,128,422株 20年3月期  1,128,422株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  21,678,478株 20年3月期第3四半期  21,376,828株
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当第３四半期連結累計期間における売上高及び利益は、平成20年12月19日に「平成21年３月期業績予想

の修正に関するお知らせ」で発表したように、計画を大幅に下回る結果となりました。  

 プロジェクター用ランプにつきましては、大幅な受注減及び円高が大きく影響し、売上高は3,291,868

千円と、前年同期比28.6%の減少となりました。  

 リアプロTV用ランプについては、スペアランプの供給のみとなっているため、売上高は299,898千円

と、前年同期比56.6％の減少となりました。  

 露光装置用光源ユニット関連では、専用ランプの販売は順調な推移を示しましたが、液晶関連の設備投

資が次々と延期となり、下期に計画していた装置の一部の売上が延期され、売上高は62,372千円と、前年

同期比22.9％の減少となりました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,065,855千円と、前年同期に比べ28.4％の減少と

なりました。  

 一方、利益面では、引続き製造工程の自動化をはじめ、工程毎の作業内容の徹底した改善活動により、

歩留り及び作業効率の向上に努め、販売価格の低下に対応してまいりましたが、販売単価の下落の影響が

大きく、当第３四半期連結累計期間の経常利益は42,331千円、前年同期に比べ95.6％の減少となり、また

同累計期間の純損益は繰延税金資産の取崩しにより199,831千円の損失となりました。  

  

  

  

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ、226,787千円減少しております。主な増減内容は、受取手

形及び売掛金の減少606,949千円、棚卸資産の減少64,959千円、現金及び預金の増加371,512千円、有

価証券の増加200,625千円等であります。 

 その他につきましては、繰延税金資産を144,490千円取り崩したことにより、128,386千円減少して

います。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ、362,749千円減少しております。主な減少要因は、減価償

却の実施に伴い有形固定資産の減少276,145千円等であります。 

 その他につきましては、繰延税金資産を73,250千円取り崩したことにより、88,003千円減少してい

ます。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ5.4％減少し、10,305,438千円となりました。 

(負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ、231,441千円減少しております。主な減少要因は、1年以内

返済予定の長期借入金の減少157,660千円、賞与引当金の減少116,723千円等であります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて17.8％減少し、1,027,462千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、9,277,976千円となりました。減少要因

は、当第３四半期連結累計期間で純損失を△199,831千円計上したこと及び配当金の支払157,169千円

等によるものです。  

  

世界不況及び大幅な円高の実体経済への浸透に伴い、当社の業績も悪化を余儀なくされており、平

成21年１月30日開催の取締役会において、その状況を慎重に検討しました結果、平成20年12月19日に

公表しました通期の業績見通しの更なる変更を行うこととなりました。 

 また、当期の業績見通しを踏まえて、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い

（監査委員会報告第66号）に従い、繰延税金資産の回収可能性を慎重に見直し、回収が見込める部分

を除いて取り崩すこととした結果、法人税等調整額(税金費用)を２億22百万円計上することになりま

した。 

・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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 その結果、通期連結売上高6,203百万円、営業損失123百万円、経常損失143百万円、当期純損失

417百万円になる見通しです。 

  

該当事項はありません。 

 法人税等並びに繰延税金資産の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しましては、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

する方法によっています。 

  

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。 

製品保証引当金  

当社では、従来、製品の無償保証期間における修理・交換等に要する費用は、支出時の費用として処理

してまいりましたが、当第１四半期連結会計期間より、売上原価に対する当該費用の発生割合に基づい

て製品保証引当金を計上する方法に変更しております。  

この変更は、製品販売時の収益と無償保証期間における修理等の費用の認識時点を対応させることによ

り期間損益計算の適正化に資すると判断したため実施いたしました。  

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益とも8,303千円減少しております。  

  

  

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)

(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

(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
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1【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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※3  4,012,580 3,641,068

受取手形及び売掛金 ※2  1,541,776 ※2  2,148,726

有価証券 200,625 －

商品 31,769 33,830

製品 204,490 178,045

原材料 331,025 340,775

仕掛品 152,750 229,269

貯蔵品 8,874 11,949

その他 272,815 401,202

貸倒引当金 △2,040 △3,410

流動資産合計 6,754,668 6,981,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  1,125,557 ※1  1,185,041

機械装置及び運搬具（純額） ※1  1,202,838 ※1  1,420,574

その他（純額） ※1  1,097,584 ※1  1,096,510

有形固定資産合計 3,425,980 3,702,125

無形固定資産 31,249 29,768

投資その他の資産   

その他 95,531 183,535

貸倒引当金 △1,991 △1,909

投資その他の資産合計 93,539 181,625

固定資産合計 3,550,770 3,913,519

資産合計 10,305,438 10,894,975

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 443,878 465,866

1年内返済予定の長期借入金 93,180 250,840

未払法人税等 3,698 13,665

賞与引当金 21,904 138,627

製品保証引当金 8,500 －

その他 331,828 265,432

流動負債合計 902,990 1,134,431

固定負債   

長期未払金 115,291 115,291

その他 9,180 －

固定負債合計 124,472 115,291

負債合計 1,027,462 1,249,722
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,133,177 2,133,177

資本剰余金 2,563,867 2,563,867

利益剰余金 5,132,523 5,489,523

自己株式 △563,267 △563,267

株主資本合計 9,266,300 9,623,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,676 21,952

評価・換算差額等合計 11,676 21,952

純資産合計 9,277,976 9,645,252

負債純資産合計 10,305,438 10,894,975
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月1日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,065,855

売上原価 3,748,548

売上総利益 1,317,307

販売費及び一般管理費 ※1  1,256,475

営業利益 60,831

営業外収益  

受取利息 11,192

受取配当金 712

助成金収入 20,147

雑収入 8,735

営業外収益合計 40,787

営業外費用  

支払利息 1,509

為替差損 52,497

投資有価証券評価損 5,280

営業外費用合計 59,287

経常利益 42,331

特別利益  

貸倒引当金戻入額 100

固定資産売却益 52

特別利益合計 152

特別損失  

固定資産除却損 29

減損損失 3,467

特別損失合計 3,496

税金等調整前四半期純利益 38,987

法人税、住民税及び事業税 21,078

法人税等調整額 217,740

法人税等合計 238,819

四半期純損失（△） △199,831
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 38,987

減価償却費 417,366

減損損失 3,467

たな卸資産評価損 8,576

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,723

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,287

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,500

受取利息及び受取配当金 △11,904

支払利息 1,509

有形固定資産売却損益（△は益） △52

有形固定資産除却損 29

売上債権の増減額（△は増加） 606,949

たな卸資産の増減額（△は増加） 56,436

未収入金の増減額（△は増加） 210,850

仕入債務の増減額（△は減少） △21,987

未払消費税等の増減額（△は減少） △411

未払金の増減額（△は減少） △13,206

その他 △55,417

小計 1,131,681

利息及び配当金の受取額 7,196

利息の支払額 △1,509

法人税等の支払額 △160,876

営業活動によるキャッシュ・フロー 976,492

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △139,244

有形固定資産の売却による収入 63

無形固定資産の取得による支出 △7,018

その他 △189

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,389

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △157,660

設備支払手形による支払 61,619

設備未払金の減少 △4,754

配当金の支払額 △157,169

財務活動によるキャッシュ・フロー △257,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 572,138

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,213,206
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

 
  

  

（四半期連結損益計算書関係） 

 
  

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計年度 
(平成20年12月31日)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 4,064,847千円

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 3,668,374千円

 

※２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。

 なお、当第３四半期連結会計年度末日において、当社

の決算日が金融機関の休日であったため、次の期末日満

期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形及び売掛金 9,749千円
 

※２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日においては、連結子会社の

決算日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期

手形が連結会計年度末残高に含まれおります。 

 

受取手形及び売掛金 1,949千円

 

 ※３ 担保に供している資産
定期預金 20,000千円

―――

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。

荷造・運搬費 51,514千円

役員報酬 141,007千円

従業員給与 246,323千円

賞与引当金繰入額 32,723千円

退職給付費用 9,150千円

その他の人件費 58,034千円

支払手数料 98,028千円

減価償却費 36,787千円

研究開発費 262,696千円

交際費 108,894千円

その他 211,314千円

計 1,256,475千円

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

平成20年12月31日

現金及び預金 4,012,580千円

預入期間３か月超 
の定期預金

△2,000,000千円

MMF（有価証券） 200,625千円

現金及び現金同等物 2,213,206千円
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント業績 

当社グループにおきましては、製品の種類、製造方法の類似性から判断して同種単一のランプ事業

を行っていますので、事業の種類別セグメント情報は製品タイプ別に変えて記載しています。 

                                                                    （単位：千円、％） 

 

所在地別セグメントの業績は、全セグメントの売上高合計額及び、全セグメントの資産金額の合計

額に占める「日本」の割合がいずれも100％であるため、記載を省略しています。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
  

   

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ、メキシコ 

(2) アジア…………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

(3) その他の地域 …欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

製品タイプ別
売上高
(千円)

前年同期比
(％)

構成比 
(％)

プロジェクター用ランプ 3,291,868 71.4 65.0

ランプ方式リヤプロＴＶ用ランプ 299,898 43.4 5.9

露光装置用光源ユニット 62,372 77.1 1.2

その他ハロゲンランプ等 744,664 91.4 14.7

商品 667,051 75.9 13.2

合計 5,065,855 71.6 100.0

②所在地別セグメント業績

③海外売上高

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 252,984 1,707,987 19,834 1,980,806

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 5,065,855

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.0 33.7 0.4 39.1

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
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前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 
  

 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米……………米国、カナダ、メキシコ 

 (2) アジア…………中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等 

 (3) その他の地域 …欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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。 

  

該当事項はありません。 

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 310,397 3,498,329 46,338 3,855,065

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 7,075,461

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.4 49.4 0.7 54.5

 

(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前第３四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 売上高 7,075,461

Ⅱ 売上原価 4,581,324

   売上総利益 2,494,137

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,489,232

   営業利益 1,004,904

Ⅳ 営業外収益 30,399

 １ 受取利息 2,796

 ２ 受取配当金 512

 ３ 助成金収入 21,775

 ４ その他 5,315

Ⅴ 営業外費用 81,198

 １ 支払利息 4,316

 ２ 為替差損 69,633

 ３ その他 7,248

   経常利益 954,105

Ⅵ 特別損失 18,962

 １ 固定資産除却損 685

 ２ 減損損失 12,952

 ３ 関係会社株式売却損 5,324

   税金等調整前 
   四半期純利益

935,142

   税金費用 410,413

   四半期純利益 524,729
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