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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 2,479 ― 286 ― 306 ― 159 ―
20年3月期第3四半期 2,778 △6.7 406 41.6 476 45.6 273 68.9

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 32.70 ―
20年3月期第3四半期 56.17 ―

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 5,671 4,900 86.4 1,011.63
20年3月期 5,595 4,882 87.3 1,002.21

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,900百万円 20年3月期  4,882百万円

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 25.00

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 2,983 △18.6 132 △70.3 137 △73.2 44 △83.7 9.08

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、４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、４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 
１．上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としている
ため、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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。 
２．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 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3四半期  5,225,000株 20年3月期  5,225,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  381,176株 20年3月期  352,876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  4,869,097株 20年3月期第3四半期  4,872,124株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、当初、サブプライム問題による経済全体への影響は
限定的と目される中、上期は輸出鈍化などの影響はあったものの先行き不透明ながら比較的堅調に推移し
ておりました。しかし、９月のリーマンショック以降、急激な円高と株価暴落が進み、次いで実需が急減
速するなど下期に入ってからは実体経済への影響が深刻化し、未曾有の世界同時不況の渦に巻き込まれる
状況となりました。 
当社グループの関連する情報家電業界は、薄型テレビなどのデジタル家電を中心に堅調な需要を維持し

ていたものの、国内外の自動車メーカーにおける相次ぐ減産の影響に続き、クリスマス商戦も低調に終わ
ったことなどから、多くのメーカーが生産調整や雇用調整を迫られる事態へと発展し、業績懸念が急速に
広がる形となりました。 
また、音楽映像業界においては、大型ヒット作品の減少、音楽ソフト等のネット配信による聴視スタイ

ルの多様化、購買ターゲットの特定化など消費購買行動等の変化により、ＣＤ・ＤＶＤソフトの生産数量
は減少傾向にあり、引き続き厳しい事業環境となりました。 
このような環境を背景に当社グループは、Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ(以下、「ＢＤ」)関連製品を中心

とした製品ラインアップの拡充と同時に、付加価値の向上を意識した提案型営業活動を進めることで収益
の確保に努めた結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高24億79百万円、営業利益２億86百万
円、経常利益３億６百万円、四半期純利益１億59百万円となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 
  

ディスク事業 
ディスク事業には、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテー

プ、テストディスクの開発・製造・販売を行うテストメディア、ＣＤ・ＤＶＤのＯＥＭ製造・販売を行う
クリエイティブメディア、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリの認証テスト及び各種ディスクの特性テ
スト受託等を行うテスティングが含まれます。 
テストメディアは、10月以降、市場環境は急変し売上は急減速しました。特に自動車メーカー全体の生

産調整を受けて、テストメディア市場の主要分野である車載機器関連の受注が大幅に減少したほか、円高
の急進などにより輸出が低迷したＡＶ・ＰＣ機器関連顧客の一部にも在庫調整等が発生しました。このよ
うな中、テストＢＤとそれに牽引される形で記録型テストＤＶＤが売上を伸ばしたものの、テストＣＤ及
び前期で販売を終了した廉価版製品等の減少分を補うまでには至らず、売上は前年同期を下回る厳しい結
果となりました。 
クリエイティブメディアは、音楽映像市場におけるＣＤ・ＤＶＤ需要の縮小が続く中、新規顧客の取り

込みなど積極的な営業活動を行いましたが、ＣＤの受託が低調だったことから売上は前年同期を下回りま
した。 
テスティングは、新たなテスト受託の取り込みを中心に活動を行い一定の成果を上げたものの、ＤＩＳ

ＣＷｅｂサービスの伸び悩みと大口顧客の減少などにより、前年同期を下回りました。 
  
以上により、ディスク事業の売上高は23億70百万円となりました。 
  

その他事業 
子会社 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司 
工場の拡張にともない、耐火材料などのセラミックファイバー関連製品を中心とした増産を進めた結

果、これらを中心に売上は堅調に推移し、前年同期を上回りました。 
  
以上により、その他事業の売上高は１億９百万円となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 
  

日本 
国内は、ディスク事業の業績が減速したことから、売上高は23億70百万円となりました。 
  

東アジア 
東アジアは、子会社である阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の業績が堅調に推移したことから、売上高

は１億８百万円となりました。 
  

・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
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当第３四半期末における総資産は保険解約に伴う現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末と比

較して76百万円増加し、56億71百万円となりました。負債は未払法人税等の増加等により58百万円増加

し、７億71百万円となりました。純資産は、利益の獲得に伴う利益剰余金の増加等により17百万円増加

し、49億円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは３億87百万円となりました。これは

主に当第３四半期連結累計期間の業績を反映し、税金等調整前四半期純利益を計上したことによるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△１億80百万円となりました。これ

は主に定期預金の預入による支出であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは△64百万円となりました。これは主

に配当金の支払によるものであります。 

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は13億91百万円となりました。 

  
  

米国発の金融危機が世界的に連鎖し世界同時不況の様相を呈する中、今後のわが国経済は、景気浮揚の
時期など不透明なまま厳しい経済環境が続くと予想されます。当社グループの関連する情報家電業界にお
きましても、消費の冷え込みと販売価格の下落などにより収益体質の改善が大きな課題となっています。
  
このような状況を勘案し、当社グループの通期連結業績予想につきましては、平成20年11月４日に公表

した平成21年３月期 第２四半期決算短信での連結業績予想から修正いたします。詳細につきましては、
本日（平成21年２月２日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

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。 
  

  
①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 
また、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、簿価切下げを行なう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。 

  

  
①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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 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」の適用 

棚卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、当第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。これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響
は軽微であります。 

  
③「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」の適用 

当第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）を適用しております。これに伴う損益への影響
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 1,591,083 1,247,943

受取手形及び売掛金 665,018 689,538

商品 22,229 24,785

製品 130,843 121,177

原材料 140,973 142,318

仕掛品 81,628 66,503

その他 111,517 118,182

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,742,294 2,409,449

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,348,553 1,348,911

その他（純額） 639,782 590,440

有形固定資産合計 1,988,336 1,939,351

無形固定資産   

のれん 556,396 635,881

その他 33,197 47,130

無形固定資産合計 589,594 683,011

投資その他の資産 351,753 564,074

固定資産合計 2,929,683 3,186,436

資産合計 5,671,978 5,595,886
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 98,533 103,774

短期借入金 110,000 40,000

未払法人税等 39,396 20,311

賞与引当金 47,292 92,309

その他 165,463 152,572

流動負債合計 460,686 408,967

固定負債   

退職給付引当金 261,405 254,303

その他 49,730 49,730

固定負債合計 311,135 304,033

負債合計 771,821 713,001

純資産の部   

株主資本   

資本金 918,200 918,200

資本剰余金 871,580 871,580

利益剰余金 3,426,932 3,389,520

自己株式 △331,660 △319,311

株主資本合計 4,885,052 4,859,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,896 3,481

為替換算調整勘定 18,001 19,415

評価・換算差額等合計 15,105 22,896

純資産合計 4,900,157 4,882,885

負債純資産合計 5,671,978 5,595,886
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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 2,479,616

売上原価 1,454,705

売上総利益 1,024,910

販売費及び一般管理費 738,678

営業利益 286,232

営業外収益  

受取利息 970

受取配当金 2,290

為替差益 5,128

作業屑等売却収入 3,060

保険返戻金 11,427

その他 3,728

営業外収益合計 26,606

営業外費用  

支払利息 1,413

保険解約損 4,925

その他 215

営業外費用合計 6,555

経常利益 306,283

特別利益  

貸倒引当金戻入額 91

投資有価証券売却益 3,216

特別利益合計 3,307

特別損失  

固定資産除却損 10,683

投資有価証券評価損 18,659

投資有価証券売却損 224

特別損失合計 29,567

税金等調整前四半期純利益 280,023

法人税、住民税及び事業税 95,000

法人税等調整額 25,808

法人税等合計 120,808

四半期純利益 159,215
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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 280,023

減価償却費 82,867

のれん償却額 79,485

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,809

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,017

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,101

受取利息及び受取配当金 △3,260

支払利息 1,413

固定資産除却損 10,648

投資有価証券売却損益（△は益） △2,992

投資有価証券評価損益（△は益） 18,659

売上債権の増減額（△は増加） 22,997

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,024

仕入債務の増減額（△は減少） △5,197

その他 30,627

小計 460,142

利息及び配当金の受取額 3,260

利息の支払額 △1,413

法人税等の支払額 △74,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 387,717

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 △200,000

投資有価証券の取得による支出 △50,191

投資有価証券の売却による収入 5,692

有形固定資産の取得による支出 △138,245

保険積立金の解約による収入 201,965

その他 353

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,426

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 70,000

自己株式の取得による支出 △12,348

配当金の支払額 △121,803

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,151

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,139

現金及び現金同等物の期首残高 1,247,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,391,083
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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 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

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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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（単位：千円） 

 
  

「参考」

  ○前年同四半期に係る財務諸表

   四半期連結損益計算書

科  目

前四半期（累計）

(平成20年３月期

第３四半期)

金額

Ⅰ 売上高 2,778,201

Ⅱ 売上原価 1,659,035

   売上総利益 1,119,166

Ⅲ 販売費及び一般管理費 712,569

 １ 給与手当 254,042

 ２ 役員報酬 98,983

 ３ のれん償却費 79,483

 ４ その他 280,060

   営業利益 406,596

Ⅳ 営業外収益 76,232

 １ 受取利息 1,327

 ２ 受取配当金 3,930

 ３ 作業屑等売却収入 4,566

 ４ 保険解約等収入 63,244

 ５ その他 3,162

Ⅴ 営業外費用 6,633

 １ 支払利息 1,535

 ２ 為替差損 4,995

 ３ その他 102

   経常利益 476,195

Ⅵ 特別利益 3,510

 １ 貸倒引当金戻入益 250

 ２ 固定資産売却益 10

 ３ 投資有価証券売却益 3,250

Ⅶ 特別損失 ─

   税金等調整前四半期純利益 479,706

   法人税、住民税及び事業税 117,000

   法人税等調整額 89,058

   四半期純利益 273,648
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（単位：千円） 

 
  

   四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前四半期（累計）

(平成20年３月期 

第３四半期)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 479,706

 ２ 減価償却費 71,399

 ３ のれん償却費 79,483

 ４ 貸倒引当金の減少額 △79,282

 ５ 賞与引当金の減少額 △53,390

 ６ 役員賞与引当金の減少額 △30,000

 ７ 退職給付引当金の増加額 8,554

 ８ 役員退職慰労引当金の減少額 △157,494

 ９ 受取利息及び受取配当金 △5,258

 10 支払利息 1,535

 11 固定資産売却益 △10

 12 投資有価証券売却益 △3,250

 13 売上債権の増加額 △18,245

 14 たな卸資産の減少額 6,662

 15 仕入債務の減少額 △23,153

 16 その他 257,656

    小計 534,912

 17 利息及び配当金の受取額 5,012

 18 利息の支払額 △1,541

 19 法人税等の支払額 △191,382

  営業活動によるキャッシュ・フロー 347,000

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の売却による収入 13,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △45,205

 ３ 有形固定資産の売却による収入 38

 ４ ビデオグラム権の取得による支出 △14,760

 ５ 事業の譲受けによる支出 △800,000

 ６ その他 △33,499

  投資活動によるキャッシュ・フロー △880,426

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額  131,000

 ２ 配当金の支払額 △121,803

  財務活動によるキャッシュ・フロー 9,196

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △444

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額) △524,673

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,755,077

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,230,403
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（単位：百万円） 

 
  

※ テストテープ他には、テストＭＤ及びアライメントディスクを含んでおります。 

※ テストＢＤには、テストＨＤ ＤＶＤを含んでおります。 

※ 金額は単位未満を切捨てて表示しております。 

  

  ○ 製品別売上高

前年同四半期  
（平成20年３月期
第３四半期）

当四半期  
（平成21年３月期 

第３四半期）

平成21年３月期 
(当期予想)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

テストメディア テストＣＤ 530 19.1% 439 17.7% 485 16.3%

テストＤＶＤ 417 15.0% 390 15.7% 431 14.5%

記録型テストＣＤ 160 5.8% 120 4.9% 131 4.4%

記録型テストＤＶＤ 135 4.9% 140 5.7% 152 5.1%

テストＢＤ 144 5.2% 167 6.7% 180 6.0%

テストテープ他 197 7.1% 38 1.6% 41 1.4%

小計 1,586 57.1% 1,297 52.3% 1,422 47.7%

クリエイティブメディア ＣＤ 585 21.1% 518 20.9% 700 23.5%

ＤＶＤ 347 12.5% 376 15.2% 497 16.7%

その他 142 5.2% 151 6.1% 179 6.0%

小計 1,076 38.8% 1,047 42.2% 1,378 46.2%

テスティング 36 1.3% 25 1.1% 31 1.1%

ディスク事業計 2,699 97.2% 2,370 95.6% 2,832 95.0%

その他事業 78 2.8% 109 4.4% 150 5.0%

合計 2,778 100.0% 2,479 100.0% 2,983 100.0%
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