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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 3,211 △28.0 △202 ― △228 ― △255 ―
21年3月期第1四半期 4,457 ― 263 ― 210 ― 42 ―

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 △47.66 ―
21年3月期第1四半期 7.74 7.54

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 15,230 5,346 34.6 982.45
21年3月期 15,467 5,654 36.0 1,037.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,273百万円 21年3月期  5,571百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
15.00 ― 15.00 30.00

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

7,400 △20.1 75 △87.1 100 △81.8 40 △81.3 7.21

通期 17,000 △4.1 678 27.7 700 10.9 325 47.3 58.58



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．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、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
報をご覧下さい。 
２．個別業績予想に関して、当社において個別情報は投資情報として重要性が大きくないと判断して、記載を省略させていただきました。 

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 5,547,840株 21年3月期  5,547,840株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  180,100株 21年3月期  180,100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 5,547,840株 21年3月期第1四半期 5,479,621株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しはあるものの、世界的な金融市場の混乱

や株式・為替市場の変動、企業業績の悪化による設備投資の減少や雇用情勢の悪化等、総じて景気は低調なまま停滞

しており、先行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループの属する業界におきましても、企業収益の低迷から、特に販売事業の市場において設備投資の抑制

や見送り等の影響を強く受け、引き続き厳しい環境下で推移しております。 

このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社５社）は、景気回復後の飛躍的発展へと繋げるべ

く、平成22年３月期より平成26年３月期までの５ヵ年で売上高300億円を実現させる中期経営計画「Action 50」に着

手し、新規事業の推進、グループ経営体制の強化、経営効率の改善による収益基盤の強化に取り組みました。 

販売事業においては、音響機器販売事業部門で、景気後退による設備投資の抑制から、例年になく大型案件が減

少したことに加え、売上基盤である流通商品の需要が鈍化し、厳しい状況が続いております。しかしながら、前連結

会計年度に実施した子会社への事業譲渡や組織再編等による経営強化を図った結果、業務効率の改善や経費削減等で

利益率が向上するなどの効果も徐々に発揮されており、収益面では概ね計画通りとなりました。 

映像製品の開発・製造・販売事業部門では、市場の冷え込み・買い控えの影響を受け、国内外で苦戦を強いられ

ております。特に単価の高いLEDディスプレイ・システムは、導入時における初期投資が大きいため、顧客に一層の

慎重姿勢が見受けられるなど、成約までに時間がかかる傾向が限定的ながらも続いております。 

一方、サービス事業においては、もともと景気変動に左右されにくい性格を有しているコンサート案件を中心に

引き続き好調さを堅持しております。 

コンサート音響事業部門では、著名アーティストに加え、新規アーティストのコンサート案件の取り込みもあ

り、ほぼ計画通り堅調推移しております。 

イベント映像事業部門では、景況感の悪化から企業販促イベント案件及びコンベンション案件の減少や規模縮小

が散見される一方、コンサート案件では当社製LEDディスプレイ・システムの採用がさらに拡大傾向にあります。新

規アーティストの案件獲得、人気アーティストの大型コンサートツアーを複数受注するなど好調に推移したことか

ら、企業販促イベント案件等の減少分を補填し業績に寄与しております。 

また、次代の新たな事業領域の開発と価値創造に向けたエコグリーン関連の新規事業については、積極的な先行

投資を図り、早期事業化を目指しております。 

これらの結果、販売事業に弱含みの傾向が見受けられるものの概ね計画通りの推移となっており、売上高3,211百

万円（前年同期比28.0％減）、営業損失202百万円（前年同期は営業利益263百万円）、経常損失228百万円（前年同

期は経常利益210百万円）、四半期純損失255百万円（前年同期は四半期純利益42百万円）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。 

［販売事業］ 

 音響機器販売事業部門では、企業の設備投資意欲の減退から大型案件が減少している中で、東京・大阪の著名ライ

ブハウスの機器更新案件等を着実に獲得しました。安定した売上を維持してきた輸入音響機器ブランドの一部には依

然として買い控え傾向が見受けられますが、他方、先々の案件見込から緩やかな回復の兆しも垣間見られるようにな

ってきております。厳しい市況下で売上は前年同期より後退しておりますが、利益率の高い輸入商品の拡販と経費削

減に注力し、収益確保に努めました。 

 映像製品の開発・製造・販売事業部門では、当社グループの戦略モデルとして昨年発表した「Chromawall」をはじ

めとした当社製LEDディスプレイ・システム等のグローバルな拡販に向けて、組織体制を再編し、ものづくり体制及

びマーケティング力の強化に取り組みました。また、利益率を向上させるべく、当社製LEDディスプレイ・システム

の 大の強みである品質は維持したまま製造コストを抑えるため、製造拠点の見直しや製造体制の一元化等の諸施策

を推進しております。 

 これらの結果、販売事業の売上高は1,318百万円となりました。 

  

［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。 

 コンサート音響部門では、現場機材のデジタル化推進等により、新規アーティストの案件を獲得し、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、コンサートにおける当社製LEDディスプレイ・システムの採用拡大や海外モーターシ

ョー案件の受注により、景況感の悪化による企業販促イベント案件の減少分を補填しました。また、堅調推移してい

たコンベンション市場も、案件の減少や規模縮小が出ております。 

 これらの結果、サービス事業の売上高は1,892百万円となりました。 

   

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



 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比べて237百万円減少しまし

た。これは受取手形及び売掛金が減少したことが主な要因であります。 

 負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比べて70百万円増加しました。これは長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 百万円となり、前連結会計年度末と比べて307百万円減少しました。これは利益剰余金が減少し

たことが主な要因であります。  

  

  

 当社グループの属する音響機器販売事業部門及び映像製品の開発・製造・販売事業部門の両販売業界で、設備投資

の抑制や買い控え等の弱含みの傾向が見受けられるものの、概ね計画通りの推移となっており、現時点における平成

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「平成21年３月期 決算短信」にて公表しました数

値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１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る

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１四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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

15,230

9,883

5,346

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 2,390,102 2,700,622

受取手形及び売掛金 4,292,368 4,689,082

商品及び製品 2,442,919 2,098,785

仕掛品 472,009 364,075

原材料及び貯蔵品 667,540 654,711

その他 624,081 641,833

貸倒引当金 △347,779 △338,443

流動資産合計 10,541,242 10,810,666

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,238,389 1,240,237

減価償却累計額 △646,023 △633,859

建物及び構築物（純額） 592,366 606,378

機械装置及び運搬具 5,771,755 5,678,608

減価償却累計額 △4,047,512 △3,957,082

機械装置及び運搬具（純額） 1,724,242 1,721,526

工具、器具及び備品 647,425 655,615

減価償却累計額 △406,697 △396,257

工具、器具及び備品（純額） 240,728 259,357

リース資産 771,131 714,492

減価償却累計額 △196,314 △160,536

リース資産（純額） 574,817 553,956

その他 471,481 438,793

有形固定資産合計 3,603,636 3,580,011

無形固定資産   

のれん 157,878 168,569

その他 125,955 126,463

無形固定資産合計 283,833 295,033

投資その他の資産   

その他 969,200 948,326

貸倒引当金 △167,576 △166,090

投資その他の資産合計 801,623 782,235

固定資産合計 4,689,093 4,657,279

資産合計 15,230,336 15,467,946



（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 1,054,173 1,417,146

短期借入金 3,900,000 3,800,000

1年内返済予定の長期借入金 709,508 715,008

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

リース債務 170,958 159,450

未払法人税等 48,804 59,074

賞与引当金 198,868 293,819

役員賞与引当金 － 20,979

製品保証引当金 2,240 3,147

その他 782,672 754,356

流動負債合計 6,987,225 7,342,981

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 1,627,990 1,229,992

リース債務 504,176 500,089

退職給付引当金 618,760 593,771

その他 95,481 96,521

固定負債合計 2,896,409 2,470,375

負債合計 9,883,634 9,813,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,721,487 1,721,487

資本剰余金 2,074,601 2,074,601

利益剰余金 1,706,183 2,042,546

自己株式 △151,720 △151,720

株主資本合計 5,350,550 5,686,914

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,245 6,027

繰延ヘッジ損益 △202 118

為替換算調整勘定 △88,037 △121,446

評価・換算差額等合計 △76,995 △115,299

少数株主持分 73,145 82,975

純資産合計 5,346,701 5,654,589

負債純資産合計 15,230,336 15,467,946



（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 4,457,320 3,211,488

売上原価 2,978,454 2,181,921

売上総利益 1,478,866 1,029,566

販売費及び一般管理費 1,215,070 1,232,104

営業利益又は営業損失（△） 263,795 △202,537

営業外収益   

受取利息 4,782 82

受取配当金 1,934 1,471

負ののれん償却額 5,985 －

受取補償金 － 12,177

その他 15,006 10,916

営業外収益合計 27,709 24,648

営業外費用   

支払利息 19,242 22,446

為替差損 56,033 24,636

その他 5,394 3,370

営業外費用合計 80,670 50,453

経常利益又は経常損失（△） 210,834 △228,343

特別利益   

固定資産売却益 706 －

貸倒引当金戻入額 1,717 －

特別利益合計 2,424 －

特別損失   

固定資産除却損 7,184 6,856

商品評価損 42,691 －

特別損失合計 49,876 6,856

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（△）

163,382 △235,199

法人税等 135,867 32,909

少数株主損失（△） △14,873 △12,262

四半期純利益又は四半期純損失（△） 42,387 △255,847



 該当事項はありません。 

  

 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）資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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