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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 976 △51.0 △208 ― △260 ― △278 ―
21年3月期第1四半期 1,995 ― △365 ― △340 ― △368 ―

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 △0.54 ―
21年3月期第1四半期 △0.98 ―

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 4,016 2,188 54.4 4.19
21年3月期 3,961 1,985 49.9 4.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,186百万円 21年3月期  1,975百万円

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 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

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

2,520 △37.6 △270 ― △270 ― △270 ― △0.51

通期 5,800 △10.5 △210 ― △210 ― △210 ― △0.40
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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 5ページを参照ください。 

(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、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
  

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 521,346,036株 21年3月期  450,846,036株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  291,421株 21年3月期  289,481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 507,021,847株 21年3月期第1四半期 373,563,412株
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【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１四半期連結会計期間（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日）における

わが国経済は、昨年後半からの急速な景気後退は、一部に下げ止まり感はあるものの、

企業収益や設備投資の減少、雇用情勢の悪化や株価の下落など極めて厳しい状況にあ

り、予断を許さない状況が続いております。 

 このような経営環境の下、当社グループは、製造原価の低減ならびに販売費や管理

費の削減を行い、利益率の改善に努めるとともに、新規の販売ルートへの新製品の投

入・販売等により収益増に取組んでまいりました。 

この結果、売上高は 976 百万円となり、株式会社創研の売上が加算された前年同期

と比較して 51.0％の減となりました。営業損失は 208 百万円（前年同期比 42.8％減）、

経常損失は 260 百万円（前年同期比 23.3％減）、当四半期の純損失は 278 百万円とな

り、前年同期と比較して 24.2％改善しております。 
   
 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 事務機器事業 

国内においてはシュレッダーおよび紙折機が、海外においては紙折機の販売が

伸び悩み、事務機器事業の売上高は 182 百万円（前年同期比 13.0％減）となり、

営業損失は 10 百万円（前年同期は 23 百万円の利益）となりました。 

 ② 環境機器事業 
空気清浄機に販売不振がありましたが、ポット型ミネラル還元水素水生成器な

らびにオゾン機器に販売増が見られ、環境機器事業の売上高は 163 百万円（前年

同期比 4.4％減）となり、営業利益は 69 百万円（前年同期比 40.5％増）となりま

した。 
 ③ 家庭機器事業 

国内においては編機や掃除機が、海外における編機も景気後退の影響もあり販

売不振でしたが、国内における健康機器商品の販売増があったため、家庭機器事

業の売上高は 367 百万円（前年同期比 25.4％増）となり、営業利益は 43 百万円

（前年同期は 24 百万円の損失）となりました。 
 ④ 部品加工事業 

部品加工事業の売上高は 168 百万円となり、株式会社創研の売上があった前年

同期と比べて 85.7％の減となり、営業損失は７百万円（前年同期は 29 百万円の

利益）となりました。 
 ⑤ 不動産事業 

 不動産売買取引の成立はありませんでした。 
 ⑥ その他の事業 

金型製作等のその他の事業の売上高は 93 百万円（前年同期比 31.5％減）とな

り、営業損失は 25 百万円（前年同期比 180.4％増）となりました。 
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２． 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は 4,016 百万円となり、前連結会計年度末に

比べ 55 百万円の増加となりました。その主な要因は、有価証券および海外の生産子

会社の移転に伴う製品の先行生産による一時的な原材料及び貯蔵品の増加によるも

のであります。 

負債は 1,827 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 148 百万円の減少となりまし

た。その主な要因は、債務保証の履行による支払に伴う関係会社整理損失引当金およ

び子会社の雇用調整に伴う未払退職金の支払等によるその他の流動負債の減少によ

るものであります。 

 純資産は2,188百万円となり前連結会計年度末に比べ203百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、新株予約権の行使による新株の発行に伴う資本金および資本剰

余金の増加 475 百万円、四半期純損失 278 百万円の計上によるものであります。 
 （キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）

の状況は、以下のとおりです。 
 前第１四半期

連結会計期間

（百万円） 

当第１四半期 

連結会計期間 

（百万円） 

前連結 

会計年度 

（百万円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー △105  △449  △965  

投資活動によるキャッシュ・フロー △300  △62  △179  

財務活動によるキャッシュ・フロー △40  487  323  

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45  14  △56  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） △493  △9  △877  

現金及び現金同等物の期首残高 1,337  318  1,337  

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 －  －  △140  

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 843  308  318  

 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は 449 百万円（前年同期比 325.2％増）となりました。

その主な要因は、税金等調整前四半期純損失 276 百万円、その他の流動負債の減少

126 百万円および債務保証の履行による支払 44 百万円によるものであります。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 62 百万円（前年同期比 79.3％減）となりました。

その主な要因は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出 50 百万円によるも

のであります。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は 487 百万円（前年同期は 40 百万円の支出）となり

ました。 
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その主な要因は、長期借入れによる収入 80 百万円および新株予約権の行使払込に

よる収入 420 百万円によるものであります。 
３． 連結業績予想に関する定性的情報 

  平成 22 年 3 月期の連結業績予想につきましては、平成 21 年 5 月 15 日に公表した

業績見通しに変更はありません。 
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） 

該当事項はありません。 
 (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 
  ① 簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法については、実地たな卸しを省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸し高を基礎として継続記録法により算出する方法によっております。ま

た、たな卸資産に係る未実現利益額の算出は、前連結会計期間の未実現利益率を基

礎として合理的な方法により算出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 

該当事項はありません。 
 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

該当事項はありません。 

 (4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

   当社グループは、前２連結会計年度(平成 19 年 4 月１日～平成 21 年 3 月 31 日)
において、営業損失ならびに当期純損失を計上しました。また、当第１四半期連結

会計期間（平成 21 年 4 月１日～平成 21 年６月 30 日）においても営業損失ならび

に四半期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる

事象または状況が存在しております。 
当社グループは、当該状況を解消するために、営業利益の確保と営業キャッシュ・

フローの黒字化を実現するために実効性のある施策を講じることが取組むべき最優

先課題であると認識しております。 
当面の資金としては、平成 20 年 12 月 1 日に発行し、平成 22 年 11 月末日を行使

期限とする新株予約権は、平成 21 年 7 月末現在でおよそ９割権利が行使されてお

り、平成 21 年 8 月中には行使が完了する見込みであります。今後の財務運営につ

いては、必要に応じて資金調達に協力を仰ぐことができる投資家等と積極的に話合

いを進めてまいる所存です。 
収支面については、以下の施策を講じて収支の改善を実現してまいります。 
① 当社においては、新規販売チャネル（株式会社東京テレビランド）への新製品

（サイクロン式掃除機など）の納入・販売ならびにオゾン機器の新製品の投入

による収益増の実現に取組んでまいります。 
② 生産子会社である柏崎シルバー精工株式会社においては、雇用調整により

固定費を削減し、原価の低減を図り、また、新規の生産依頼の受注を拡大して、
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収支改善を実現してまいります。  
③ 販売子会社である株式会社サイクロンジャパンにおいては、ミネラル還元水素

水生成器の販路拡大を図るとともに、新製品の投入による事業の拡大を図り、

利益拡大を実現してまいります。 
④ 不動産の仲介を主たる事業としているシルバーエステート株式会社（マルコシ

産業株式会社より社名を変更）においては、経営陣の刷新を行い、不動産の仲

介および売買案件の成立増による収益の確保を目指します。 
⑤ 海外子会社である蘇州銀精工有限公司では、新社屋への移転を機に、生産設備

の合理化を実施し、開発力の強化により自社開発を実施して、自立体制の構築

を行ってまいります。 
このように、連結グループの収益構造の見直しと固定費の更なる削減を行い、営

業利益の確保と営業キャッシュ・フローの黒字化を実現すべく最大限の経営努力を

してまいります。 
しかし、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるた

め、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、当社グループは上記のような対応策を実行中であり、四半期連結財務諸表

は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表には反映していません。 
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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 344,043 351,732

受取手形及び売掛金 854,755 824,869

有価証券 50,000 －

商品及び製品 614,335 628,101

仕掛品 5,212 8,865

原材料及び貯蔵品 409,673 351,756

その他 202,772 104,797

貸倒引当金 △23,500 △17,800

流動資産合計 2,457,292 2,252,322

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 555,155 566,761

その他（純額） 722,097 752,817

有形固定資産合計 1,277,253 1,319,579

無形固定資産   

その他 145,820 149,260

無形固定資産合計 145,820 149,260

投資その他の資産   

長期預け金 900,000 900,000

破産更生債権等 1,473,847 1,471,468

その他 142,538 255,164

貸倒引当金 △2,380,498 △2,386,569

投資その他の資産合計 135,887 240,064

固定資産合計 1,558,961 1,708,903

資産合計 4,016,253 3,961,226
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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 416,097 463,212

1年内返済予定の長期借入金 28,068 16,656

未払法人税等 12,428 32,933

賞与引当金 49,242 32,521

製品保証引当金 12,400 11,200

関係会社整理損失引当金 157,204 161,160

その他 176,330 294,220

流動負債合計 851,770 1,011,904

固定負債   

長期借入金 141,712 79,190

退職給付引当金 667,178 669,534

関係会社整理損失引当金 128,834 169,124

その他 38,212 46,225

固定負債合計 975,937 964,074

負債合計 1,827,708 1,975,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,448,598 17,210,900

資本剰余金 1,278,012 1,040,314

利益剰余金 △16,470,254 △16,191,445

自己株式 △57,041 △57,024

株主資本合計 2,199,315 2,002,744

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 23,964 23,964

為替換算調整勘定 △36,463 △51,156

評価・換算差額等合計 △12,498 △27,191

新株予約権 1,728 9,695

純資産合計 2,188,545 1,985,247

負債純資産合計 4,016,253 3,961,226
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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 1,995,370 976,729

売上原価 1,603,567 739,675

売上総利益 391,802 237,054

販売費及び一般管理費 757,231 445,848

営業損失（△） △365,428 △208,794

営業外収益   

受取利息 5,241 1,987

受取配当金 186 12

有価証券評価益 6,584 －

講習会収入 9,319 －

助成金収入 － 2,625

その他 10,964 4,191

営業外収益合計 32,297 8,817

営業外費用   

支払利息 3,613 893

手形売却損 3,234 1,178

新株発行費 － 46,541

その他 34 12,133

営業外費用合計 6,882 60,747

経常損失（△） △340,012 △260,724

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,596 －

補助金収入 － 4,576

その他 168 －

特別利益合計 2,764 4,576

特別損失   

固定資産廃棄損 10,202 45

投資有価証券売却損 － 20,000

貸倒引当金繰入額 － 6

減損損失 18,406 －

その他 69 176

特別損失合計 28,678 20,227

税金等調整前四半期純損失（△） △365,926 △276,374

法人税、住民税及び事業税 4,913 2,433

法人税等調整額 △2,572 －

法人税等合計 2,341 2,433

四半期純損失（△） △368,268 △278,808
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（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損失（△） △365,926 △276,374

減価償却費 63,956 57,681

減損損失 18,406 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － 20,000

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） △6,584 －

のれん償却額 88,500 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,000 1,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,411 16,720

退職給付引当金の増減額（△は減少） △895 △2,356

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,596 △370

受取利息及び受取配当金 △5,428 △2,000

支払利息 3,613 893

新株発行費 － 46,541

固定資産廃棄損 10,202 45

固定資産売却損益（△は益） △168 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,419 △32,265

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,186 △40,497

前渡金の増減額（△は増加） 20,641 △22,869

その他の流動資産の増減額（△は増加） 41,873 16,514

仕入債務の増減額（△は減少） 159,616 △47,115

その他の流動負債の増減額（△は減少） △106,052 △126,041

その他 － △1,832

小計 △88,197 △392,127

利息及び配当金の受取額 1,813 826

利息の支払額 △3,948 △893

債務保証の履行による支払額 － △44,245

法人税等の支払額 △15,390 △13,195

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,722 △449,635
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資・有価証券等の取得による支出 △30 △50,030

有形固定資産の取得による支出 △106,360 △5,856

無形固定資産の取得による支出 △25,200 △6,104

貸付けによる支出 △198,000 －

貸付金の回収による収入 27,335 4,726

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1,021 △2,514

その他 233 △2,241

投資活動によるキャッシュ・フロー △300,999 △62,021

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 105,000 －

短期借入金の返済による支出 △105,000 －

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 △40,638 △6,066

リース債務の返済による支出 － △7,771

新株予約権の行使払込による収入 － 420,888

自己株式の取得による支出 △39 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,677 487,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,842 14,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △493,242 △9,930

現金及び現金同等物の期首残高 1,337,003 318,472

現金及び現金同等物の四半期末残高 843,761 308,542
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（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前２連結会計年度(平成19年４月１日～平成21年３月31日)において、営業損失ならびに当期

純損失を計上しました。また、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）においても

営業損失ならびに四半期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状

況が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消するために、営業利益の確保と営業キャッシュ・フローの黒字化を実現する

ために実効性のある施策を講じることが取組むべき最優先課題であると認識しております。

　当面の資金としては、平成20年12月１日に発行し、平成22年11月末日を行使期限とする新株予約権は、平成21

年７月末現在でおよそ９割権利が行使されており、平成21年８月中には行使が完了する見込みであります。今後

の財務運営については、必要に応じて資金調達に協力を仰ぐことができる投資家等と積極的に話合いを進めてま

いる所存です。

　収支面については、以下の施策を講じて収支の改善を実現してまいります。

　① 当社においては、新規販売チャネル（株式会社東京テレビランド）への新製品（サイクロン式掃除機など）

の納入・販売とオゾン機器の新製品の投入による収益増の実現に取組んでまいります。

　② 生産子会社である柏崎シルバー精工株式会社においては、雇用調整による固定費の削減による原価の低減を

図り、また、新規の生産依頼の受注を拡大して、収支改善を実現してまいります。　

　③ 販売子会社である株式会社サイクロンジャパンにおいては、ミネラル還元水素水生成器の販路拡大を図ると

ともに、新製品の投入による事業の拡大を図り、利益拡大を実現してまいります。

　④ 不動産の仲介を主たる事業としているシルバーエステート株式会社（マルコシ産業株式会社より社名を変

更）においては、経営陣の刷新を行い、不動産の仲介および売買案件の成立増による収益の確保を目指しま

す。

　⑤ 海外子会社である蘇州銀精工有限公司では、新社屋への移転を機に、生産設備の合理化を実施し、開発力の

強化により自社開発を実施して、自立体制の構築を行ってまいります。

　このように、連結グループの収益構造の見直しと固定費の更なる削減を行い、営業利益の確保と営業キャッ

シュ・フローの黒字化を実現すべく最大限の経営努力をしてまいります。

　しかし、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、当社グループは上記のような対応策を実行中であり、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成

しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映していません。
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（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

事務機器事
業
（千円）

環境機器事
業
（千円）

家庭機器事
業
（千円）

部品加工事
業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他の事業
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する売上高 209,447 171,542 293,336 1,183,730 － 137,314

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 18,786 － 24,741

　　計 209,447 171,542 293,336 1,202,516 － 162,055

　営業費用 185,470 121,803 317,735 1,172,735 3,175 171,190

　営業利益（又は営業損失） 23,976 49,738 △24,398 29,780 △3,175 △9,134

 
 　　計

 （千円）

 消去又は全社
 （千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する売上高 1,995,370 － 1,995,370

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
43,527 (43,527) －

　　計 2,038,898 (43,527) 1,995,370

　営業費用 1,972,111 388,687 2,360,798

　営業利益（又は営業損失） 66,786 (432,214) △365,428

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しています。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

事務機器事業 拡大プリンタ、ＬＣＤリペア、 シュレッダー、紙折り機等の製造・販売

環境機器事業
ミネラル還元水素水生成器、オゾンガス発生機器、オゾン水生成装置、空気清浄機等の

製造・販売

家庭機器事業 編機、掃除機、リビング用品、健康機器等の製造・販売

部品加工事業

金属プレス・樹脂成形部品加工、省力化機器装置・検査機器等の部品組立・加工等、

蒸着重合技術による薄膜表面処理、

プリント基板、車載用オーディオ等

不動産事業 不動産の売買・賃借・仲介等 

その他の事業 物流、生命保険・損害保険の代行、金型製作、スポーツ機器等
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３．追加情報

　　　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置について耐

用年数を４～15年から４～10年に変更しております。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

「部品加工事業」の減価償却費及び営業費用が1,305千円増加、営業利益が同額減少、「その他の事業」の減

価償却費、営業費用及び営業損失が190千円増加、「全社」の減価償却費、営業費用及び営業損失が432千円

増加しております。

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）

事務機器事
業
（千円）

環境機器事
業
（千円）

家庭機器事
業
（千円）

部品加工事
業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他の事業
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する売上高 182,120 163,928 367,849 168,835 － 93,995

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － 3,225 23,710

　　計 182,120 163,928 367,849 168,835 3,225 117,705

　営業費用 193,028 94,000 324,802 176,764 4,425 143,321

　営業利益（又は営業損失） △10,907 69,928 43,046 △7,929 △1,200 △25,615

 
 　　計

 （千円）

 消去又は全社
 （千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する売上高 976,729 － 976,729

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
26,935 (26,935) －

　　計 1,003,664 (26,935) 976,729

　営業費用 936,343 249,180 1,185,524

　営業利益（又は営業損失） 67,321 (276,115) △208,794

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しています。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

事務機器事業 拡大プリンタ、ＬＣＤリペア、 シュレッダー、紙折り機等の製造・販売

環境機器事業
ミネラル還元水素水生成器、オゾンガス発生機器、オゾン水生成装置、空気清浄機等の

製造・販売

家庭機器事業 編機、掃除機、リビング用品、健康機器等の製造・販売

部品加工事業 金属プレス・樹脂成形部品加工、蒸着重合技術による薄膜表面処理、プリント基板等

不動産事業 不動産の売買・賃借・仲介等 

その他の事業 物流、生命保険・損害保険の代行、金型製作、スポーツ機器等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は276,115千円であり、その主なものは

基礎的試験研究費、広告宣伝費及び当社の総務、経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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〔所在地別セグメント情報〕

  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）及び当第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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

  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）

東アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 245,714 53,484 16,380 315,579

Ⅱ　連結売上高（千円） 1,995,370

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
12.3 2.7 0.8 15.8

　（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりとなっております。

　　　　　　東 ア ジ ア　　・・・　中国、香港、韓国ほか

　　　　　　ヨーロッパ　　 ・・・　ドイツ、オランダ、ロシアほか

　　　　　　その他の地域　 ・・・　サウジアラビア、米国、アラブ首長国連邦ほか

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

  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）

東アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 44,129 60,614 9,783 114,528

Ⅱ　連結売上高（千円） 976,729

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
4.5 6.2 1.0 11.7

　（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりとなっております。

　　　　　　東 ア ジ ア　　・・・　中国、香港、韓国ほか

　　　　　　ヨーロッパ　　 ・・・　ドイツ、オランダ、ロシアほか

　　　　　　その他の地域　 ・・・　サウジアラビア、米国、アラブ首長国連邦ほか

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　521,346千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　291千株

３．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成20年11月14日付けで発行した第３回新株予約権について、一部権利行使され払込みを受けまし

た。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が237,698千円、資本剰余金が237,698千円増加し、

当第１四半期連結会計期間末において資本金が17,448,598千円、資本剰余金が1,278,012千円となっておりま

す。

　また、当第１四半期連結会計期間において278,808千円の四半期純損失の計上がありました。この結果、当第

１四半期連結会計期間末において利益剰余金がマイナスの16,470,254千円となっております。

４．新株予約権等に関する事項

　　第３回新株予約権

　　　新株予約権の目的となる株式の種類　　　　　　　　普通株式

　　　新株予約権の目的となる株式の数　　　　　　　　15,300千株

　　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　　　 1,728千円
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