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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 4,503 ― △202 ― △306 ― △315 ―
20年3月期第3四半期 6,828 △9.6 107 △76.7 38 △88.4 1 △99.2

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 △45.83 ―
20年3月期第3四半期 0.15 ―

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 10,072 7,633 75.8 1,106.20
20年3月期 11,506 7,937 69.0 1,185.35

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  7,633百万円 20年3月期  7,937百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 15.00

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 6,500 △31.3 0 △100.0 △120 ― △150 ― △21.79

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 
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．平成20年11月５日発表の連結業績予想を修正しております。具体的修正内容につきましては平成21年２月５日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ
さい。また、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。業績予想の前提となる条件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、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。  

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 6,908,350株 20年3月期 6,908,350株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 8,000株 20年3月期 212,000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 6,878,095株 20年3月期第3四半期 6,696,350株
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当第３四半期における当社グループを取り巻く経済環境は、昨年９月の米国投資銀行の破綻に端を発す
る金融危機を背景に、急激な円高と企業収益の大幅な悪化予測などにより、設備投資意欲が大きく減退し
たことから、個人消費も落ち込み、極めて厳しい展開となりました。  
 こうした状況のなか、主力製品の販売先であります自動販売機業界におきましては、飲料用製品は景気
減速感から投資が抑制され、タバコ用製品はいわゆるタスポ効果（自動販売機から購入していたお客様が
コンビニエンス・ストアへ流れること）の影響から新台納入が凍結され、売上が低調のまま推移いたしま
した。また、LED応用製品では、バス行先表示器はバスの新規投入が圧縮されたこと、またアミューズメ
ント関連製品では洞爺湖サミット後の受注が計画通り進捗しなかったこともあり、売上が伸び悩みまし
た。  
 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、4,503百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ
2,325百万円（34.1％）の減少、営業損失は202百万円（前年同四半期連結累計期間は107百万円の営業利
益）、経常損失は306百万円（前年同四半期連結累計期間は38百万円の経常利益）、四半期純損失は315百
万円（前年同四半期連結累計期間は１百万円の四半期純利益）となりました。  
 なお、前年同四半期増減率および前年同四半期の金額は参考として記載しております。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、18.8％減少し、6,005百万円となりました。これは、受取
手形及び売掛金が972百万円減少したこと、現金及び預金が151百万円減少したことなどによるもので
す。  
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、1.0％減少し、4,067百万円となりました。  
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、12.5％減少し、10,072百万円となりました。 
  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、36.9％減少し、1,820百万円となりました。これは、支払
手形及び買掛金が623百万円減少したこと、未払金（その他）が162百万円減少したこと、法人税等の支
払いにより未払法人税等が164百万円減少したことなどによるものです。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、9.6％減少し、618百万円となりました。  
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、31.7％減少し、2,439百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、3.8％減少し、7,633百万円となりました。これは、四半
期純損失の計上、剰余金の配当および自己株式処分差損の計上により利益剰余金が440百万円減少した
こと、保有する投資有価証券の時価下落に伴いその他有価証券評価差額金が64百万円減少したこと、一
方で自己株式が269百万円減少したことなどによるものです。 

  

平成21年３月期通期の見通しにつきましては、米国に端を発する金融危機が実体経済へ波及しており、
引き続き厳しい状況が予測されます。 
 自動販売機関連製品では、タスポ効果によりタバコ用は期待できず、飲料用は第４四半期が来年度機の
納入の開始時期にあたるものの、引き続き設備投資抑制の影響があるものと見込んでおります。またLED
応用製品では、アミューズメント用について期中納入を達成すべくフル稼働の下、 善を尽くしてまいり
ます。同時に、収益改善のためにさらなるコスト圧縮ならびに経費削減を徹底いたします。 
 こうした当社グループを取り巻く環境および当第３四半期の連結業績等を勘案し、業績予想の見直しを
行った結果、平成20年11月５日発表の連結および個別業績予想を修正いたしました。当該予想に関する詳
細は、平成21年２月５日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 なお、当業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、為
替等のリスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は様々な要素により、業績予想とは大きく異な
り、業績予想について見直しが必要と判断した場合には速やかに開示いたします。  

  

【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

(資産)

(負債)

(純資産)

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。 
  

  

法人税等の納付税額の算定に関しては、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、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業
績予測やタックス・プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したもの
を使用する方法によっております。  
 また、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
算定する方法によっております。 

  

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 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
取り扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用しておりま
す。  
 なお、当該変更による損益への影響はございません。 

  

③ 第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５
年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計
基準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上することにしております。また、リース資産の減価償却の方法は、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に与える影響はなく、営業損失、経
常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響もありません。 

  

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

(簡便な会計処理)

(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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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 1,957,782 2,108,836

受取手形及び売掛金 1,949,605 2,921,730

商品 20,699 12,184

製品 791,091 581,273

原材料 767,019 913,569

仕掛品 114,120 104,536

貯蔵品 53,271 55,950

繰延税金資産 206,253 597,303

その他 166,775 132,545

貸倒引当金 △21,512 △28,308

流動資産合計 6,005,108 7,399,623

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,727,330 1,747,547

減価償却累計額 △843,253 △799,772

建物及び構築物（純額） 884,077 947,774

機械装置及び運搬具 2,180,877 2,259,412

減価償却累計額 △1,649,987 △1,533,113

機械装置及び運搬具（純額） 530,889 726,299

土地 948,953 948,953

建設仮勘定 26,074 26,731

その他 960,490 948,295

減価償却累計額 △812,057 △766,710

その他（純額） 148,433 181,584

有形固定資産合計 2,538,428 2,831,343

無形固定資産 234,530 288,029

投資その他の資産   

投資有価証券 359,847 440,690

繰延税金資産 568,483 188,010

その他 374,711 367,675

貸倒引当金 △8,560 △8,864

投資その他の資産合計 1,294,482 987,512

固定資産合計 4,067,441 4,106,885

資産合計 10,072,549 11,506,509
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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   

支払手形及び買掛金 1,107,813 1,731,355

短期借入金 398,000 398,000

未払法人税等 427 165,287

賞与引当金 33,187 99,183

その他 281,487 491,046

流動負債合計 1,820,915 2,884,872

固定負債   

長期借入金 31,500 45,000

退職給付引当金 422,381 412,296

その他 164,586 226,830

固定負債合計 618,467 684,126

負債合計 2,439,383 3,568,999

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,331,726 3,331,726

資本剰余金 3,287,362 3,287,362

利益剰余金 1,185,051 1,625,842

自己株式 △10,585 △280,521

株主資本合計 7,793,554 7,964,409

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,958 53,390

為替換算調整勘定 △149,430 △80,289

評価・換算差額等合計 △160,389 △26,899

純資産合計 7,633,165 7,937,509

負債純資産合計 10,072,549 11,506,509
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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 4,503,299

売上原価 3,537,862

売上総利益 965,436

販売費及び一般管理費 1,167,692

営業損失（△） △202,255

営業外収益  

受取利息 832

受取配当金 3,344

持分法による投資利益 7,412

不動産賃貸料 5,142

その他 8,608

営業外収益合計 25,340

営業外費用  

支払利息 6,289

為替差損 113,010

その他 9,965

営業外費用合計 129,264

経常損失（△） △306,179

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,658

特別利益合計 6,658

特別損失  

固定資産除却損 204

投資有価証券評価損 4,320

特別損失合計 4,524

税金等調整前四半期純損失（△） △304,046

法人税、住民税及び事業税 14,785

過年度法人税等戻入額 △30,677

法人税等調整額 27,055

法人税等合計 11,163

四半期純損失（△） △315,209
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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３四半期連結会計期間 (自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

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) 

 
(注) 株式会社タムラ製作所による当社株式に対する公開買付に自己株式を応募いたしました結果、自己株式が

269,936千円減少し、また自己株式処分差損の計上により利益剰余金が25,136千円減少しました。 

(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

（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 3,331,726 3,287,362 1,625,842 △280,521 7,964,409

当第３四半期連結会計期間末 
までの変動額

 剰余金の配当 △100,445 △100,445

 四半期純損失 △315,209 △315,209

 自己株式の処分 △25,136 269,936 244,800

当第３四半期連結会計期間末 
までの変動額合計

─ ─ △440,790 269,936 △170,854

当第３四半期連結会計期間末残高 3,331,726 3,287,362 1,185,051 △10,585 7,793,554

㈱光波(6876)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

7



前四半期に係る財務諸表 

前年同四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前年同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(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 6,828,389 100.0

Ⅱ 売上原価 5,372,028 78.7

   売上総利益 1,456,360 21.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,348,613 19.7

   営業利益 107,747 1.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 447

 ２ 受取配当金 5,474

 ３ 不動産賃貸料 5,714

 ４ 持分法による
   投資利益

7,852

 ５ その他 13,921 33,410 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 6,817

 ２ たな卸資産評価損 77,433

 ３ たな卸資産除却損 6,710

 ４ 売上割引 5,832

 ５ 為替差損 2,046

 ６ その他 4,019 102,861 1.5

   経常利益 38,297 0.6

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 150,761

 ２ 貸倒引当金戻入益 3,955 154,717 2.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 101

 ２ 固定資産除却損 363 465 0.0

   税金等調整前
   四半期純利益

192,549 2.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

166,877

   法人税等調整額 24,669 191,547 2.8

   四半期純利益 1,001 0.0
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