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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 7,365 △14.5 △75 ― △5 ― △43 ―

21年3月期第1四半期 8,618 ― 105 ― 117 ― △3 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.81 ―

21年3月期第1四半期 △0.32 ―

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

22年3月期第1四半期 25,633 9,148 28.1 800.96
21年3月期 25,097 9,008 28.5 796.21

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,204百万円 21年3月期  7,161百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

13,500 △29.2 150 △67.0 125 △74.5 0 ― 0.00

通期 30,000 △14.3 610 ― 535 ― 200 ― 22.24



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、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） 

(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．平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期ともに修正しておりません。 
２．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、４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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 10,055,117株 21年3月期  10,055,117株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,060,368株 21年3月期  1,060,228株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  8,994,824株 21年3月期第1四半期  9,775,234株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で景気回復の兆しがみられるものの、当面は世界経済の停

滞により経営環境は底ばいの状態が続くものと予測され、景気の先行きに対する不透明感は依然強い状態にありま

す。 

 当社企業グループの属する事業分野におきましても、未だ在庫調整局面を脱しきれておらず、雇用環境や設備投資

に対する調整のほか、海外展開においては円高の影響もあり、経営環境は厳しい状況であります。 

 このような状況下で、当社企業グループは、電子機器関連事業においては、各社ごとに、開発力を生かした受注獲

得活動を積極的に推進するとともに、コスト削減についても更に踏み込む等、業績の黒字化に向けた活動に総力を挙

げて専念しております。 

 また、光学機器関連事業におきましては、教育市場における書画カメラへの関心が大きく高まる中、海外では前年

度に構築しましたロンドンならびに台北のマーケティング拠点や米国・ドイツの現地法人を通じたマーケティング活

動の強化のほか、国内でも書画カメラの初等教育での有用性の認知度を高めるべく推進しました。また、製造コスト

ダウンに向けた「ものづくり体制」の再構築や国内の販売体制を再編し、強化しております。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高7,365百万円（前年同期比14.5％減）、営業損失75百万

円（前年同期は営業利益105百万円）、経常損失５百万円（前年同期は経常利益117百万円）、四半期純損失43百万円

（前年同期は四半期純損失３百万円）となりました。 

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。 

① 電子機器関連事業 

 電子機器関連事業は、当社においては、既存先からの受注が未だ復活していないほか、新規開拓活動において

も、投資予算の先送りが多いことなどから、客先ニーズはあるものの即売上には結びつかず、利益面においても、

売上高の減少が大きく影響し、また、案件が少ない中での受注競争の激化から利益率が低下しており、生産の内製

化や経費削減に努めましたが、結果は芳しくありませんでした。 

 子会社では、㈱グラフインは、液晶分野の設備投資の停滞などにより画像データ入出力ボードの売上が低迷、㈱

中日電子も開発受注案件が停滞ぎみで推移いたしました。 

 この結果、電子機器関連事業における当第１四半期連結会計期間の売上高は3,565百万円（前年同期比23.3％

減）となりました。また、営業損失は85百万円（前年同期は営業損失46百万円）となりました。 

② 光学機器関連事業 

 光学機器関連事業では、書画カメラの販売は、米国の初等教育市場で前年度における州予算執行停止の影響によ

り売上が停滞しておりましたが、当四半期に復調しました。 

 監視カメラの販売は、国内で低迷したほか、海外向けＯＥＭ供給も在庫調整で停滞、映像ソリューション関連

は、設備投資意欲の落ち込み要因もあり、サンヨーオーエーグループの販売が堅調に推移したものの、当分野の売

上は減少しました。 

 この結果、光学機器関連事業における当第１四半期連結会計期間の売上高は3,879百万円（前年同期比5.7％減）

となりました。また、営業利益は21百万円（前年同期比86.9％減）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」は、電子機器関連事業の受注低迷のほか、光学機器関連事業における監視カメラ・映像ソリューション分

野の落ち込みがあったことにより、当第１四半期連結会計期間の売上は7,116百万円となり、営業損失が199百万円と

なりました。 

 「日本」以外の所在地につきましては、光学機器関連事業のみが海外事業を展開しており、「北米」は、米国にお

ける書画カメラの販売が復調したことにより、売上高は1,430百万円、営業利益24百万円となりました。 

 「欧州」は厳しい販売環境に加え円高も影響したことにより、売上高67百万円、営業損失５百万円となりました。

「アジア」は、タイの生産工場が堅調に稼動したことにより、売上高589百万円、営業利益44百万円となりました。 

  

① 財政状態の変動状況 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、現金及び預金、たな卸資産のほか、有形固定資産の増加などによ

り、総資産は前連結会計年度末に比べ536百万円増加して25,633百万円となりました。純資産は利益剰余金が減

少したものの、繰延ヘッジ損益や為替換算調整勘定の減少などにより、前連結会計年度末に比べ139百万円増加

して9,148百万円となりました。自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.4ポイント減少して28.1％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

２．連結財政状態に関する定性的情報



② 連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調

整前四半期純利益が３百万円となったほか、売上債権の増加額が46百万円となったものの、仕入債務の増加額が

471百万円となったことなどにより、営業活動により得られた資金は803百万円となり、投資活動においては有形

固定資産の取得などで63百万円を支出、また、借入金の減少や配当金の支払いなどにより財務活動において434

百万円を支出したことから、前連結会計年度末に比べ338百万円（16.7％）増加して2,366百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果、得られた資金は803百万円となりました（前年同期は87

百万円の支出）。これは主に、税金等調整前四半期純利益が３百万円となったほか、売上債権の増加額が46百万

円となったものの、仕入債務の増加額が471百万円となったことなどによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果、使用した資金は前年同期に比べて134百万円減少して63

百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に79百万円、無形固定資産の取得により23百万円を支出

したことなどを反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果、使用した資金は434百万円となりました（前年同期は251

百万円の収入）。これは主に、借入金の減少や配当金の支払いなどを反映したものであります。 

  

 業績予想につきましては、平成21年５月15日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありませ

ん。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示を行う予定であります。 

  

 該当事項はありません。  

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の一般債権の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の一般債権の貸倒実績率等を使用して、当第１四半期連結会計期

間末の一般債権の貸倒見積高の算定を行っております。 

② たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな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、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 税金費用の算定方法 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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。 

ただし、見積実効税率を使用できない会社については、法定実効税率を使用しております。  

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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,522,261 2,218,579

受取手形及び売掛金 5,942,441 5,856,967

商品及び製品 2,411,490 2,446,560

仕掛品 1,676,955 1,402,683

原材料及び貯蔵品 2,169,600 2,238,754

その他 1,336,499 1,624,340

貸倒引当金 △28,549 △20,925

流動資産合計 16,030,697 15,766,961

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,656,489 2,675,493

土地 4,429,568 4,422,995

その他（純額） 1,152,801 883,679

有形固定資産合計 8,238,859 7,982,169

無形固定資産 250,994 254,708

投資その他の資産   

その他 1,130,596 1,106,398

貸倒引当金 △17,218 △12,604

投資その他の資産合計 1,113,377 1,093,794

固定資産合計 9,603,231 9,330,671

資産合計 25,633,928 25,097,632

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,698,210 5,145,872

短期借入金 5,031,792 5,541,880

未払法人税等 18,518 57,830

役員賞与引当金 6,200 10,230

リコール損失引当金 24,862 43,836

その他 1,563,171 1,352,362

流動負債合計 12,342,754 12,152,012

固定負債   

長期借入金 1,767,512 1,526,701

退職給付引当金 2,066,315 2,090,284

役員退職慰労引当金 66,992 66,992

負ののれん 108,429 128,942

その他 133,716 123,911

固定負債合計 4,142,966 3,936,831

負債合計 16,485,721 16,088,843



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,250,844 2,250,844

資本剰余金 2,447,767 2,447,767

利益剰余金 3,141,354 3,274,555

自己株式 △428,241 △428,210

株主資本合計 7,411,724 7,544,956

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,608 △5,704

繰延ヘッジ損益 △5,305 △86,896

為替換算調整勘定 △204,618 △290,567

評価・換算差額等合計 △207,316 △383,169

少数株主持分 1,943,798 1,847,001

純資産合計 9,148,207 9,008,789

負債純資産合計 25,633,928 25,097,632



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,618,888 7,365,377

売上原価 7,085,126 6,108,173

売上総利益 1,533,761 1,257,203

販売費及び一般管理費 1,428,405 1,332,589

営業利益又は営業損失（△） 105,356 △75,385

営業外収益   

受取利息 8,548 2,764

受取配当金 1,059 518

負ののれん償却額 30,491 20,512

為替差益 － 54,373

その他 15,869 16,190

営業外収益合計 55,969 94,359

営業外費用   

支払利息 20,253 20,901

為替差損 19,193 －

その他 4,460 4,058

営業外費用合計 43,907 24,959

経常利益又は経常損失（△） 117,418 △5,986

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,283 －

リコール損失引当金戻入額 － 21,587

その他 177 468

特別利益合計 1,460 22,055

特別損失   

投資有価証券評価損 1,652 4,295

持分変動損失 1,365 7,118

たな卸資産評価損 389,051 －

その他 4,672 963

特別損失合計 396,741 12,377

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△277,862 3,691

法人税等 △309,033 19,277

少数株主利益 34,295 27,665

四半期純損失（△） △3,124 △43,251



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△277,862 3,691

減価償却費 202,300 181,498

負ののれん償却額 △30,491 △20,512

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,020 △4,030

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,147 △23,968

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,915 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,492 11,680

受取利息及び受取配当金 △9,608 △3,282

支払利息 20,253 20,901

投資有価証券評価損益（△は益） 1,652 4,295

有形固定資産売却損益（△は益） △28 △176

有形固定資産除却損 446 963

持分変動損益（△は益） 1,365 7,118

売上債権の増減額（△は増加） 639,804 △46,022

たな卸資産の増減額（△は増加） △941,536 △32,553

仕入債務の増減額（△は減少） 382,434 471,700

その他 160,620 328,197

小計 91,070 899,502

利息及び配当金の受取額 9,608 3,307

利息の支払額 △20,844 △21,128

法人税等の支払額 △167,313 △77,721

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,479 803,959

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 △149,796 △79,548

有形固定資産の売却による収入 426 285

無形固定資産の取得による支出 △19,990 △23,556

投資有価証券の取得による支出 △49,041 △1,011

子会社の増資 1,134 9,450

貸付金の回収による収入 195 120

定期預金の預入による支出 △125,000 △125,000

定期預金の払戻による収入 125,000 158,743

その他 19,659 △2,486

投資活動によるキャッシュ・フロー △197,412 △63,003

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） 212,300 △509,800

長期借入れによる収入 500,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △274,520 △271,677

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4,961

自己株式の取得による支出 △17,900 △31

配当金の支払額 △136,214 △90,201

少数株主への配当金の支払額 △32,391 △57,373

財務活動によるキャッシュ・フロー 251,274 △434,044

現金及び現金同等物に係る換算差額 △144,629 31,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △178,246 338,383

現金及び現金同等物の期首残高 2,775,232 2,028,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,596,985 2,366,584



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
電子機器
関連事業 
（千円） 

光学機器
関連事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,531,630  4,087,258  8,618,888 ―  8,618,888

(2）

 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 115,213  26,399  141,612 (141,612) ― 

 計  4,646,843  4,113,657  8,760,501  (141,612)  8,618,888

 営業利益又は営業損失（△）  △46,862  161,455  114,592 (9,236)  105,356

  
電子機器
関連事業 
（千円） 

光学機器
関連事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,496,560  3,868,816  7,365,377 ―  7,365,377

(2）

 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 69,025  10,729  79,755 (79,755) ― 

 計  3,565,586  3,879,546  7,445,132  (79,755)  7,365,377

 営業利益又は営業損失（△）  △85,975  21,159  △64,816 (10,569)  △75,385

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 6,948,533  1,461,220  209,134 ―  8,618,888 ―  8,618,888

(2）

 

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 1,625,370 ― ―  371,302  1,996,672 (1,996,672) ― 

 計  8,573,904  1,461,220  209,134  371,302  10,615,561  (1,996,672)  8,618,888

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 108,893  65,394  22,816  △12,297  184,807 (79,450)  105,356



  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

 該当事項はありません。 

   

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 5,873,342  1,424,940  67,093 ―  7,365,377 ―  7,365,377

(2）

 

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 1,243,285  5,135 ―  589,958  1,838,379 (1,838,379) ― 

 計  7,116,628  1,430,076  67,093  589,958  9,203,756  (1,838,379)  7,365,377

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 △199,919  24,928  △5,031  44,739  △135,282  59,897  △75,385

〔海外売上高〕

  北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,482,459  337,592  58,089  1,878,142

Ⅱ 連結売上高（千円）  ― ― ―  8,618,888

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.2  3.9  0.7  21.8

  北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,730,337  195,375  57,005  1,982,718

Ⅱ 連結売上高（千円）  ― ― ―  7,365,377

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  23.5  2.7  0.8  26.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



重要な契約の締結 

連結子会社の株式会社エルモ社は、平成21年６月30日に民事再生手続中であるチノンテック株式会社（以

下「チノンテック」）とスポンサー契約を締結しておりますが、平成21年７月23日開催の取締役会において、

同社との間で事業譲渡契約を締結し、当該事業譲渡を内容とする再生計画案に関して裁判所による許可決定が

なされ、且つそれが確定することを条件として、株式会社エルモ社が事業を譲受けることを決議いたしまし

た。 

１．事業譲受けの目的 

株式会社エルモ社は光学技術をコアとして書画カメラ（実物投影機・資料提示装置）をはじめとする各種

映像機器の開発・製造・販売を中心に事業展開しておりますが、この度チノンテックが保有する優れた光

学・精機機器技術力や電子機器生産能力を譲受け、株式会社エルモ社の光学・精密機器事業を拡大すると共

に、チノンテック中国工場（東莞・蘇州の２拠点）を株式会社エルモ社の中国市場進出における製造拠点に

してまいります。 

２．事業譲受けの内容 

(1) 譲受け事業の内容 

レンズ、デジタルカメラ・プロジェクタ用光学ユニット、特殊光学機器及び光学製品用金型の製造及

び販売ならびに付随する事業 

(2) 譲受け事業の経営成績 

(3) 譲受け資産・負債の項目 

譲受け事業継承に必要な資産・負債。 

(4) 譲受け価額 

譲受け価額につきましては約722百万円を予定しております。 

(5) 事業譲受けの方法 

株式会社エルモ社が新たに設立する子会社が譲受ける予定です。 

３．チノンテック株式会社の概要 

(1) 主な事業の内容  レンズ製造、デジタルカメラ・プロジェクタ用光学ユニット製造、光学測定・検査

機器開発・製造、光学製品用金型製造 

(2) 設立年月日 平成９年５月８日 

(3) 本社所在地 長野県諏訪市大字中洲4710番地 

(4) 資本金 170,000千円 

(5) 従業員数 322名（平成21年３月１日現在） 

４．今後の日程 

平成21年８月（予定）   子会社設立 

平成21年10月30日（予定） 事業譲渡実行 

今後の進め方に関しては、東京地裁、監督委員及び債権者の了解を得ながら詳細を決めていく予定であり

ます。 

５．会計処理の概要 

本件によりのれん代の発生はありません。 

６．業績への影響 

本件にともなう当社グループの業績見通しへの影響につきましては判明次第お知らせいたします。 

  

（７）重要な後発事象

  平成20年３月期 平成21年３月期 

売上高（有償支給取引にかかる売上を除く） 16,068百万円 14,755百万円 

営業利益 184百万円 △187百万円 
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