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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 1,285 △19.8 △95 ― △116 ― △168 ―
21年3月期第1四半期 1,602 ― △142 ― △175 ― △188 ―

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 △24.47 ―
21年3月期第1四半期 △27.54 ―

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 9,460 7,486 79.1 1,085.03
21年3月期 10,140 7,698 75.9 1,115.70

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  7,486百万円 21年3月期  7,698百万円

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 ― 15.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

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

2,850 △7.6 △90 ― △90 ― △50 ― △7.25

通期 6,600 1.6 160 ― 160 ― 100 ― 14.49
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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 
本資料に掲載されております業績の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およ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およ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・財務情報等】 「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 6,908,350株 21年3月期 6,908,350株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 8,070株 21年3月期 8,000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 6,900,280株 21年3月期第1四半期 6,833,097株
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当第１四半期における当社グループを取り巻く経済環境は、昨年後半の世界経済の急激な落ち込みの影
響が尾を引き、設備投資意欲は回復せず、また個人消費も低迷しており、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、飲料用は引き続き
投資が抑制されており、タバコ用も新台納入が凍結されていることから、売上が低調のまま推移いたしま
した。また、LED応用製品においては、アミューズメント関連製品はほぼ計画通り進捗しましたが、各種
表示器では設備投資が抑えられ、売上が伸び悩みました。 
 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、1,285,964千円と前年同四半期連結累計期間と比べ
316,877千円（19.8％）の減少、営業損失は95,362千円（前年同四半期連結累計期間は142,113千円の営業
損失）、経常損失は116,324千円（前年同四半期連結累計期間は175,953千円の経常損失）、四半期純損失
は168,858千円（前年同四半期連結累計期間は188,172千円の四半期純損失）となりました。 
  

  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、10.0％減少し、5,706,797千円となりました。これは主とし
て、受取手形及び売掛金が417,605千円減少したこと、繰延税金資産が39,484千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、1.3％減少し、3,753,580千円となりました。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、6.7％減少し、9,460,377千円となりました。 
  
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、22.2％減少し、1,411,526千円となりました。これは主とし
て、支払手形及び買掛金が401,605千円減少したことによるものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、10.6％減少し、561,861千円となりました。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、19.2％減少し、1,973,387千円となりました。 
  
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、2.8％減少し、7,486,989千円となりました。これは主とし
て、当四半期純損失の計上、剰余金の配当により利益剰余金が272,362千円減少したことによるもので
す。 
  

  

日本経済は最悪期を脱したとの見方があるものの、当社製品群への設備投資は引き続き抑制されるもの
と想定され、第２四半期以降も急激な回復を見込むことは困難です。 
 また、景気回復のめど、為替の動向等、先行きは不透明な状況ではありますが、現段階では平成21年５
月12日公表の連結業績予想に変更はありません。 
 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

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。 

  

  
（簡便な会計処理） 
 ①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。 

 ②法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付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。 
  

該当事項はありません。 
  

  

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：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 2,082,373 2,042,879

受取手形及び売掛金 1,946,121 2,363,727

商品及び製品 556,129 627,494

仕掛品 78,967 442,624

原材料及び貯蔵品 690,684 392,555

未収還付法人税等 57,612 51,740

繰延税金資産 179,641 219,126

その他 131,815 220,279

貸倒引当金 △16,549 △22,648

流動資産合計 5,706,797 6,337,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,714,582 1,699,904

減価償却累計額 △869,999 △851,077

建物及び構築物（純額） 844,582 848,827

機械装置及び運搬具 2,141,549 2,089,717

減価償却累計額 △1,714,952 △1,640,387

機械装置及び運搬具（純額） 426,597 449,330

土地 948,953 948,953

建設仮勘定 3,596 2,966

その他 961,613 948,891

減価償却累計額 △834,821 △820,913

その他（純額） 126,791 127,978

有形固定資産合計 2,350,521 2,378,056

無形固定資産 201,793 219,742

投資その他の資産   

投資有価証券 399,836 367,362

繰延税金資産 420,087 456,286

その他 389,900 390,026

貸倒引当金 △8,560 △8,560

投資その他の資産合計 1,201,264 1,205,114

固定資産合計 3,753,580 3,802,913

資産合計 9,460,377 10,140,694
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 680,290 1,081,895

短期借入金 398,000 398,000

未払法人税等 7,149 284

賞与引当金 31,119 89,294

その他 294,968 244,339

流動負債合計 1,411,526 1,813,814

固定負債   

長期借入金 22,500 27,000

退職給付引当金 377,755 436,027

その他 161,606 165,106

固定負債合計 561,861 628,133

負債合計 1,973,387 2,441,948

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 1,015,245 1,287,608

自己株式 △10,627 △10,585

株主資本合計 7,623,706 7,896,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,950 △9,280

為替換算調整勘定 △157,667 △188,085

評価・換算差額等合計 △136,717 △197,365

純資産合計 7,486,989 7,698,745

負債純資産合計 9,460,377 10,140,694
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(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 1,602,841 1,285,964

売上原価 1,325,054 1,041,362

売上総利益 277,787 244,601

販売費及び一般管理費 419,900 339,964

営業損失（△） △142,113 △95,362

営業外収益   

受取利息 239 132

受取配当金 1,059 243

持分法による投資利益 4,593 －

為替差益 － 821

不動産賃貸料 1,714 2,044

その他 1,384 1,801

営業外収益合計 8,992 5,043

営業外費用   

支払利息 3,332 1,801

持分法による投資損失 － 19,743

為替差損 35,997 －

その他 3,503 4,459

営業外費用合計 42,833 26,005

経常損失（△） △175,953 △116,324

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,412 6,099

特別利益合計 5,412 6,099

特別損失   

固定資産除却損 22 －

特別損失合計 22 －

税金等調整前四半期純損失（△） △170,564 △110,225

法人税、住民税及び事業税 5,571 3,441

過年度法人税等戻入額 △30,677 －

法人税等調整額 42,714 55,191

法人税等合計 17,608 58,633

四半期純損失（△） △188,172 △168,858
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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。 

  

  

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。 

(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
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