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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 18,148 ― 499 ― 106 ― 22 ―

20年3月期第3四半期 22,081 7.6 382 △9.7 380 △18.0 354 9.1

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 1.46 ―

20年3月期第3四半期 23.26 ―

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 29,121 17,281 57.9 1,084.92
20年3月期 29,376 17,524 58.1 1,098.65

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  16,854百万円 20年3月期  17,068百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 22,000 △23.9 490 △15.9 110 △80.6 60 △87.4 2.57

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。なお、四半期連結財務諸表は、「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」（平成20年８月７日内閣府令第50号）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
務諸表規則に基づいて作成しております。 
２．上記に記載した予想数値は、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、実際の業績等は様々な要因により、上記予想数値と異なる場合がありうるこ
とをご承知置き下さい。  

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 15,542,176株 20年3月期 15,542,176株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 6,733株 20年3月期 6,352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 15,535,657株 20年3月期第3四半期 15,239,662株
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国金融不安に端を発する世界的な株価下落や円高など
を背景に、個人の消費意欲の減退や企業業績の悪化による設備投資の大幅抑制など、景気後退は一段と鮮
明になっております。  
 このような状況にあって当社グループは、電気機器部門においては、主な販売地域であるドイツを中心
にしたヨーロッパ地域におけるテレビの需要が減少傾向にあり、更に円高によるコストの上昇などによ
り、厳しい環境下にあります。一方で、本年度から新たに参入した食品事業は、順調に立ち上げが進み２
月中旬には新製品を市場に投入する運びとなりました。  
 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は18,148百万円となり、営業利益は499百万円、経常利
益は106百万円、四半期純利益は22百万円となりました。  
  
事業の種類別販売状況は次のとおりです。 
                                                                       （単位：百万円） 

 
  

  

当第３四半期末における総資産は29,121百万円となり、前連結会計年度末に比べ255百万円減少いたし
ました。流動資産は13,850百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,217百万円減少いたしましたが、こ
の主な要因は未収入金債権の減少（5,984百万円）によるものであります。また、固定資産は15,270百万
円となり、前連結会計年度末に比べ5,962百万円増加いたしましたが、この主な要因は長期貸付金の増加
（6,338百万円）によるものであります。  
 当第３四半期の純資産合計は17,281百万円となり、前連結会計年度末に比べ242百万円減少いたしまし
た。この主な要因は評価・換算差額等の減少（236百万円）によるものであります。 
 以上の結果、自己資本比率は57.9％となり前期末に比べ0.2ポイント減少いたしました。  
  

当期の見通しにつきましては、株安・円高による景気後退の長期化が懸念される状況下、消費意欲の減
退が主力の電気機器の売上高に大きく影響し、企業収益も圧迫されると思われることから、平成２０年１
１月１３日に発表いたしました通期の業績予想につきましては、本日付で一部修正いたします。  
  一方、有機食品事業につきましては、２月中旬にはドレッシング、レモン果汁の新製品を市場に提供で
きる運びとなり来期の業績に、寄与するものと期待しております。  
  

【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

事 業 別 部 門 別 当第３四半期
累計期間

前第３四半期 
累計期間 前年同期比

 電気機器等の製造販売事業

 音 響 機 器 1,466 749 95.7％

 映 像 機 器 13,123 16,942  △22.5％

 その他電気機器 719 1,882 △61.8％

 物資等、医薬品及び医療  家庭用品等 1,591 1,021 55.9％

 器具等の販売事業  資  材 等 786 1,077  △26.9％

 不動産開発及び賃貸管理等事業 448 408 9.8％

 有機食品事業 12 ― ―

合   計 18,148 22,081    △17.8％

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 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。 
② 固定資産の減価償却費の算定方法 
 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。 
  なお、当第３四半期連結累計期間は、「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」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）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適用しております。 
② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準
第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益
性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び四半期純利益に与える影響は
ありません。 
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」(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)を当第１四半期連結会計期間から適用しておりま
す。 
 これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び四半期純利益に与える影響は
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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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

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 322 498

売掛金 7,976 6,949

たな卸資産 ※２  114 ※２  125

短期貸付金 5,372 6,479

その他 78 6,030

貸倒引当金 △13 △16

流動資産合計 13,850 20,068

固定資産   

有形固定資産 ※１  432 ※１  547

無形固定資産   

のれん 2,334 2,422

その他 1,588 1,787

無形固定資産合計 3,922 4,209

投資その他の資産   

長期貸付金 10,678 4,339

その他 237 213

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 10,915 4,551

固定資産合計 15,270 9,308

資産合計 29,121 29,376

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,515 2,512

短期借入金 322 192

未払法人税等 68 50

引当金 4 6

その他 521 563

流動負債合計 3,432 3,325

固定負債   

長期借入金 8,075 8,224

引当金 67 57

その他 264 245

固定負債合計 8,407 8,526

負債合計 11,840 11,852
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（単位：百万円）

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 8,164 8,164

資本剰余金 7,848 7,848

利益剰余金 1,134 1,111

自己株式 △9 △9

株主資本合計 17,137 17,115

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △282 △46

評価・換算差額等合計 △282 △46

少数株主持分 426 455

純資産合計 17,281 17,524

負債純資産合計 29,121 29,376
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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：百万円）

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 18,148

売上原価 17,129

売上総利益 1,018

販売費及び一般管理費 ※１  519

営業利益 499

営業外収益  

受取利息 11

その他 0

営業外収益合計 11

営業外費用  

支払利息 8

為替差損 395

その他 0

営業外費用合計 404

経常利益 106

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3

その他 1

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除却損 15

その他 0

特別損失合計 15

税金等調整前四半期純利益 94

法人税、住民税及び事業税 28

法人税等調整額 35

法人税等合計 63

少数株主利益 7

四半期純利益 22
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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。 

  なお、四半期連結財務諸表は、「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」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）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書表規則に基づいて作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

 【事業の種類別セグメント情報】 

 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）    （単位:百万円）  

 
(注) １ 製品・商品の種類、販売方法等の共通性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っておりま

す。 

   ２  各事業の主な製品 

 

 【所在地別セグメント情報】 

 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）  

全セグメントの売上高の合計に占めるアジア地域の割合が100％のため、所在地別セグメント情報につ

いては記載しておりません。 

 【海外売上高】 

 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）  

当社及び連結子会社の海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高については記載しており

ません。 

  

 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) セグメント情報

電気機器等 
製造販売事
業

物資等、医
薬品及び医
療器具等販
売事業

不動産開発
及び賃貸管
理等事業

有機食品
事業

計
消去又 
は全社

連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

15,309 2,378 448 12 18,148 ― 18,148

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 67 5 73 （73） ―

計 15,309 2,378 515 18 18,222 （73） 18,148

営業利益 555 19 65 5 645 （146） 499

事 業 区 分 主 要 製 品

電気機器等製造販売事業 カラーＴＶ、ＤＶＤプレーヤー、マルチメディアプレーヤー

物資等、医薬品及び医療器具等販売事業 金属加工品、雑貨等、ライセンス手数料等

不動産開発及び賃貸管理等事業 賃貸料、管理料等

有機食品事業 有機レモン果汁、有機オリーブオイル、有機ドレッシング等

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

  （要約）前四半期連結損益計算書 

   前第３四半期連結累計期間 

                     （単位：百万円） 

 
  

  

  

「参考資料」

  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 22,081

Ⅱ 売上原価 21,245

   売上総利益 835

Ⅲ 販売費及び一般管理費 453

   営業利益 382

Ⅳ 営業外収益 91

Ⅴ 営業外費用 92

   経常利益 380

Ⅵ 特別利益 12

Ⅶ 特別損失 0

 税金等調整前四半期 
 純利益 393

 税金費用 25

 少数株主利益 13

 四半期純利益 354
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