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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 12,899 ― 556 ― 508 ― 154 ―
20年3月期第3四半期 15,136 32.0 1,512 105.7 1,503 103.9 887 105.7

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 28.31 27.75
20年3月期第3四半期 169.38 161.88

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 15,560 5,616 35.8 1,036.95
20年3月期 13,840 5,822 41.4 1,044.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,569百万円 20年3月期  5,729百万円

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 20,000 7.0 1,220 4.5 1,150 △0.4 500 △10.5 90.74

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．業績予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値
と異なる場合があります。業績予想に関する事項につきましては、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。  

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  5,510,440株 20年3月期  5,485,240株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  139,900株 20年3月期  50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  5,463,957株 20年3月期第3四半期  5,242,367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３四半期 (９か月)の国内経済は、世界同時不況の様相を呈しはじめた世界的な金融危機の中で、株価の下落

や急激な円高の進行等により輸出産業をはじめとして企業収益が急落しております。原油価格の高騰は終息気味では

あるものの諸物価への余波は依然として残っており、雇用環境の悪化や個人消費の減退等もあり景気の先行きは一層

不透明な状況となっております。  

  このような状況のもとで、当社グループ(当社及び連結子会社６社)は、シェアアップと利益率向上を目標に掲げ、

「ものづくり」「グローバル展開」に向けた、営業力の一層の強化と経営効率の改善による収益基盤の強化に取り組

んでおります。  

  販売事業においては、内外の激変する経営環境に迅速に対応し企業価値の向上を目指すため、経営資源を集中する

ことで、より一層の効率化が図れるよう、グループの再編実施に向け子会社の吸収合併や子会社への事業譲渡等によ

る事業の強化・拡大に取組んでおります。音響機器販売事業部門では、見込んでいた大型案件はほぼ確保したものの

景気後退局面を受けて市場が一気に冷え込んでしまい、大きな打撃を受けております。 

  映像製品の開発・製造・販売事業部門では、前連結会計年度に引き続きグローバル展開や、国内での屋外市場（デ

ジタルサイネージ）シェアアップを推進しておりますが、世界的な金融危機がこの市場にも影を落としはじめており

大型案件で納期変更が出ております。 

  サービス事業においては、集客力のある人気アーティストが、コンサート活動を活発に展開していることから、コ

ンサート案件を軸に好調さを堅持しております。特にコンサート音響事業部門は、過去最高の業績で推移しておりま

す。イベント映像事業部門は好調なコンサート案件だけでなく各種イベントの案件獲得を拡大させるとともに、F1

（自動車レース）やゴルフトーナメント等の屋外スポーツにおいてもLED関連案件を獲得するなど、その受注領域を

着実に拡大しております。 

 早期事業化を目指している環境エネルギー事業については、クリーンかつ省資源なエネルギーの代表ともいわれる

太陽電池の発電量増加に寄与する製品の試作品開発に成功したことから製品量産化及び事業化に向けて準備を急ピッ

チで進めております。  

  これらの結果、売上高12,899百万円（前年同期比14.8％減）、営業利益556百万円（同63.2％減）、経常利益508百

万円（同66.2％減）となりましたが、商品評価損（特別損失）42百万円、法人税等323百万円を計上したこと等から

四半期純利益は154百万円（同82.6％減）となりました。（前年同期比は参考） 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

［販売事業］ 

 音響機器販売事業部門では、SHURE等の人気輸入ブランドが売上に貢献するとともに放送局案件をはじめとした機 

    器更新案件は着実に獲得しましたが、安定した売上を維持してきた輸入音響機器ブランドの人気の高い流通商品にも

    買い控えの傾向が顕著に現れております。円高を追い風にして、輸入販売を大きく伸ばすべきところでありましたが

  景気後退による市場の冷え込みという強い逆風を受けて、売上が大きく減退しております。 

    映像製品の開発・製造・販売事業部門では、屋外市場（デジタルサイネージ）で、商業の街、東京・日本橋の橋の

  たもとに大型ビジョンを設置・納入したことに続き、世界の名だたるメーカーが設置場所確保にしのぎを削っている

  重要戦略エリア、東京・渋谷の駅前交差点に向けた大型ビジョンも設置・納入いたしました。当社製ChromaLEDの新 

  製品が著名施設への納入案件や海外イベント会社の機材保有枠の拡大案件などに採用され、国内外で大いに健闘して

  おりますが、世界的な景気後退の影響もあってか計画に含めていた大口案件のいくつかで、納期の延期もでておりま

  す。 

    これらの結果、販売事業の売上高は6,810百万円となりました。  

  

    ［サービス事業］  

      サービス事業においては、引き続き堅調推移しております。特にコンサート音響部門では、著名アーティストの周

  年コンサート案件獲得等もあって好調に推移して過去最高の業績をあげております。また、現場機材のデジタル化推

  進等の諸施策により新規アーティストの案件獲得等を図りながら、引き続き当社グループ全体の収益を牽引しており

  ます。 

   イベント映像事業部門では当社製LEDディスプレイ・システムの増強や新機材の導入によりコンサート案件や各種 

  屋外スポーツ案件等々で順調に受注領域を拡大させております。また、企業販促イベントにおいても拡販を進めてお

  りますが、10月以降は景況感の急速な悪化から、規模縮小等の影響が一部発生しております。コンベンション市場は

  総じて堅調で子会社の業績も好調に推移しております。 

     これらの結果、サービス事業の売上高は6,089百万円となりました。 

  



   当第３四半期連結会計期間末の資産合計は15,560百万円となり、前連結会計年度末と比べて1,719百万円増加しま

した。これは受取手形及び売掛金が増加したことが主な要因であります。  

  負債合計は9,943百万円となり、前連結会計年度末と比べて1,925百万円増加しました。これは短期借入金が増加

したことが主な要因であります。  

  純資産合計は5,616百万円となり、前連結会計年度末と比べて205百万円減少しました。これは自己株式が増加し

たことが主な要因であります。 

  

  

 100年に一度の不況とか未曾有の不況と表現されている世界的な景気後退状況の中で、当社グループの属する業界

においても業績等への影響が大いに懸念されます。 

 販売事業における、音響機器販売事業部門の市場では、企業の設備投資意欲後退に歯止めがかからないばかりか、

人気の流通商品にさえ売上の鈍化が目立っております。このように非常に厳しい事業環境が今後も続く見通しではあ

りますが、当社グループ内事業再編の実施に伴い、業務の集約や効率化による具体的な収益効果が反映されてまいり

ます。映像製品の開発・製造・販売事業部門では、第３四半期に計画していた大型案件の検収時期がずれたことか

ら、第４四半期に大型案件が集中しております。また、12月から販売開始した新製品「Chromawall」の引き合いも活

発で、年度内に複数の大型案件を見込んでおります。 

 サービス事業における、コンサート関連案件は好不況の波にあまり左右されることもなく、例年は新年度になって

から始まることの多い著名アーティスト（複数）のコンサートツアーが、年度内に開始されることから業績の上積み

を見込んでおります。  

     したがいまして平成20年11月４日に発表した連結業績予想に変更はありません。 

  

  

  該当事項はありません。  

  

   

１．簡便な会計処理 

    ①棚卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期

間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。   

    ②経過勘定項目の算定方法 

      一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

    ③固定資産の減価償却費の算定方法 

   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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  ①税金費用の計算 

   税金費用については、当第３四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。 

   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及び一時差異等の発生

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想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

  

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 

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 

  ・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 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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動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、主として移動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。この変更により、第１四半期連結会計期間におい

て、当期首時点で保有していたたな卸資産に係る簿価切下げ額42,691千円を特別損失として計上し、第２四半

期連結会計期間において、たな卸資産に係る簿価切下げ額2,786千円を売上原価として計上しております。ま

た、当第３四半期連結会計期間において、たな卸資産に係る簿価切下げ額3,778千円を売上原価として計上し

ております。この結果、従来の方法と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が6,565

千円、税金等調整前四半期純利益が49,256千円それぞれ減少しております。 

３．国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得原価の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得原価の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。なお、これによる損益への影響額は軽微であります。 

４．当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用す

ることができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、これによる損益への影響額は軽微であります。 

  また、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。 

５．在外連結子会社は、従来より通常の売買処理に準じた会計処理によっており、在外連結子会社のリース取引

について、リース資産を「機械装置及び運搬具」に、リース債務は「その他」に含めて表示しておりました。

しかし、４．その他（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４．に記

載のとおり、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、当社及び国内連結子会社のリース資産、リース債務が別掲されることなったため、在外連結子会社の

リース取引についても「リース資産」及び「リース債務」として表示することにいたしました。 

  なお、前連結会計年度の「機械装置及び運搬具」に含まれているリース資産の金額は、414,743千円、「リ

ース債務（流動負債）」は118,947千円、「リース債務（固定負債）」は464,332千円であります。  

  



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 3,034,772 2,672,825

受取手形及び売掛金 3,788,465 3,094,003

商品 1,792,822 1,512,865

未着商品 32,509 37,225

製品 362,735 330,813

原材料 464,643 373,121

仕掛品 684,246 727,240

その他 680,373 500,611

貸倒引当金 △64,396 △112,459

流動資産合計 10,776,171 9,136,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,240,769 1,192,073

減価償却累計額 △619,192 △569,921

建物及び構築物（純額） 621,577 622,152

機械装置及び運搬具 5,705,770 6,233,910

減価償却累計額 △3,830,171 △3,882,194

機械装置及び運搬具（純額） 1,875,598 2,351,716

工具、器具及び備品 663,832 558,054

減価償却累計額 △431,702 △363,351

工具、器具及び備品（純額） 232,130 194,702

リース資産 609,698 －

減価償却累計額 △129,913 －

リース資産（純額） 479,785 －

その他 501,248 505,534

有形固定資産合計 3,710,339 3,674,104

無形固定資産   

のれん 179,261 125,323

その他 135,609 139,383

無形固定資産合計 314,870 264,706

投資その他の資産   

その他 941,337 921,870

貸倒引当金 △182,267 △155,988

投資その他の資産合計 759,070 765,882

固定資産合計 4,784,281 4,704,693

資産合計 15,560,452 13,840,942



（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 1,189,700 1,383,837

短期借入金 4,240,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 675,000 695,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

リース債務 142,730 －

未払法人税等 44,256 480,890

賞与引当金 228,891 317,421

役員賞与引当金 18,411 31,445

製品保証引当金 9,484 19,769

その他 884,216 1,137,643

流動負債合計 7,452,691 5,586,006

固定負債   

社債 160,000 170,000

長期借入金 1,210,000 1,155,000

リース債務 450,211 －

退職給付引当金 575,429 534,145

負ののれん － 11,970

その他 95,481 561,451

固定負債合計 2,491,123 2,432,567

負債合計 9,943,814 8,018,573

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,709,519 1,701,455

資本剰余金 2,062,633 2,054,569

利益剰余金 1,976,521 1,986,319

自己株式 △124,123 △193

株主資本合計 5,624,550 5,742,151

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,779 16,032

繰延ヘッジ損益 △10,292 △17,800

為替換算調整勘定 △54,036 △10,497

評価・換算差額等合計 △55,548 △12,265

少数株主持分 47,636 92,482

純資産合計 5,616,637 5,822,368

負債純資産合計 15,560,452 13,840,942



（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 12,899,839

売上原価 8,681,354

売上総利益 4,218,485

販売費及び一般管理費 3,662,462

営業利益 556,023

営業外収益  

受取利息 7,558

受取配当金 2,327

負ののれん償却額 11,970

その他 48,902

営業外収益合計 70,759

営業外費用  

支払利息 65,731

為替差損 36,511

その他 16,464

営業外費用合計 118,706

経常利益 508,075

特別利益  

固定資産売却益 1,071

貸倒引当金戻入額 6,991

特別利益合計 8,062

特別損失  

固定資産売却損 257

固定資産除却損 23,142

商品評価損 42,691

投資有価証券評価損 8,268

特別損失合計 74,359

税金等調整前四半期純利益 441,778

法人税等 323,386

少数株主損失（△） △36,287

四半期純利益 154,680



 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。 

  

（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 

 当社は、平成20年５月15日、平成20年８月25日及び平成20年11月14日開催の取締役会において決議したとおり

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得し

ております。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が123,872千円増加し、単元未満株式の買

取によるものと合わせ、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が124,123千円となっております。  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  15,136,279

Ⅱ 売上原価  10,048,574

売上総利益  5,087,705

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,575,338

営業利益  1,512,366

Ⅳ 営業外収益  71,742

Ⅴ 営業外費用  80,260

経常利益  1,503,849

Ⅵ 特別利益  227

Ⅶ 特別損失  31,366

税金等調整前四半期純利益  1,472,710

税金費用  579,699

少数株主利益  5,074

四半期純利益  887,936
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