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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 1,320 △52.4 △271 ― △244 ― △246 ―
21年3月期第1四半期 2,774 ― 52 ― 53 ― 13 ―

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 △29.38 ―
21年3月期第1四半期 1.66 ―

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 18,779 15,165 80.8 1,809.08
21年3月期 19,128 15,301 80.0 1,825.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,165百万円 21年3月期  15,301百万円

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）
7.50 ― 7.50 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  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

第2四半期 
連結累計期間

3,200 △41.0 △390 ― △360 ― △360 ― △42.95

通期 8,500 △1.6 280 ― 320 ― 320 ― 38.17



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２０日に発表しました業績予想の修正を行っております。詳細につきましては、本日別途発表の「平成２２年３月期業績予想の修正に関す
るお知らせ」をご覧ください。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る可能性があります。 

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 9,152,400株 21年3月期  9,152,400株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  769,640株 21年3月期  769,640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 8,382,760株 21年3月期第1四半期 8,382,760株



 

 

【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１四半期におけるわが国経済は、金融政策や景気刺激策により一部の指標に回復の兆しが見え始めたものの、

雇用環境の悪化、個人消費の伸び悩みなど、実態経済は厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経済環境の中、当社グループ製品の主力市場である中小型フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市

場においては、携帯電話やカーナビゲーション等の在庫調整に一巡感がみられ、直前四半期（平成21年１月１日か

ら平成21年３月31日まで）と比較して、需要は回復基調となりました。しかしながら、前年同四半期との比較では

依然として低水準で推移いたしました。 

 この結果、売上高は13億20百万円（前年同四半期比52.4％減）となりました。損益面につきましては、生産コス

トの低減や経費削減に努めた結果、直前四半期に比べ改善はみられたものの低調に推移し、経常損失は２億44百万

円（前年同四半期は53百万円の経常利益）、四半期純損失は２億46百万円（前年同四半期は13百万円の四半期純利

益）となりました。  

 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

（ＦＰＤ用基板） 

 ＦＰＤ用基板につきましては、直前四半期に比べ携帯電話やカーナビゲーション向けタッチパネル基板を中心に

回復感はみられるものの、大幅な受注回復には至らず、引き続き厳しい状況で推移しました。また、有償支給材を

使用する一部ユーザー向け製品の受注が前年同四半期に比べて減少したことも、売上高の減少につながりました。

この結果、売上高は８億30百万円（前年同四半期比59.5％減）と大幅に減少しました。 

（光学機器用部品） 

 光学機器用部品につきましては、依然として厳しい状況ではあるものの直前四半期と比較して当第１四半期は緩

やかな回復基調で推移し、売上高は３億50百万円（前年同四半期比31.3％減）となりました。 

（その他） 

 その他につきましても、光学機器用部品と同様の状況で推移し、売上高は１億39百万円（前年同四半期比35.4％

減）となりました。 

 

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財政状態を前連結会計年度末と比較すると、総資産は３億48百万円、純資産は１

億36百万円それぞれ減少し、自己資本比率は80.8％となりました。 

 増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が２億77百万円増加し、受取手形及び売掛金が２億７百万円、有

価証券が４億99百万円それぞれ減少しました。固定負債では長期借入金が１億46百万円減少し、純資産では利益剰

余金が３億72百万円減少し、評価・換算差額等で２億35百万円増加しました。 

（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現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ２億21百万円減少し、77億43百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は２億22百万円（前年同四半期比47.9％減）となりました。これは主に、２億44百

万円の税金等調整前四半期純損失となったものの、減価償却費の１億84百万円、売上債権の減少額２億９百万円等

の資金増加要因があったことによるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は１億26百万円（前年同四半期比54.0％減）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出１億27百万円によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は３億32百万円（前年同四半期比315.9％増）となりました。これは主に、長期借

入金の返済額１億86百万円及び配当金の支払額１億25百万円があったこと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21年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月20日公表の業績予想を修正しております。詳細につき

ましては、本日別途公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 



 

 

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

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。 

② 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。 

 

 (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。 

 



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 6,691,963 6,414,190

受取手形及び売掛金 1,580,523 1,788,175

有価証券 1,052,230 1,551,422

商品及び製品 160,731 231,346

仕掛品 131,643 89,455

原材料及び貯蔵品 543,108 525,610

その他 82,980 134,066

貸倒引当金 △1,837 △1,703

流動資産合計 10,241,344 10,732,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,221,394 2,238,691

機械装置及び運搬具（純額） 2,141,678 2,140,097

土地 2,500,162 2,500,162

その他（純額） 274,296 229,940

有形固定資産合計 7,137,531 7,108,891

無形固定資産 47,142 45,426

投資その他の資産   

投資有価証券 630,398 517,125

その他 728,969 730,591

貸倒引当金 △6,004 △6,523

投資その他の資産合計 1,353,362 1,241,192

固定資産合計 8,538,036 8,395,511

資産合計 18,779,380 19,128,074



（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 436,894 392,697

短期借入金 180,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 698,128 737,548

未払法人税等 9,362 21,512

引当金 47,705 113,387

その他 356,349 325,577

流動負債合計 1,728,440 1,790,722

固定負債   

長期借入金 1,430,684 1,577,681

退職給付引当金 199,368 202,141

役員退職慰労引当金 252,095 252,095

その他 3,675 3,675

固定負債合計 1,885,822 2,035,592

負債合計 3,614,262 3,826,315

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,043,850 4,043,850

資本剰余金 8,297,350 8,297,350

利益剰余金 3,479,526 3,851,564

自己株式 △811,032 △811,032

株主資本合計 15,009,694 15,381,732

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 176,405 60,883

為替換算調整勘定 △20,982 △140,857

評価・換算差額等合計 155,423 △79,973

純資産合計 15,165,118 15,301,759

負債純資産合計 18,779,380 19,128,074



（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 2,774,208 1,320,346

売上原価 2,256,973 1,172,121

売上総利益 517,234 148,224

販売費及び一般管理費 464,274 419,488

営業利益又は営業損失（△） 52,960 △271,264

営業外収益   

受取利息 6,216 9,267

受取配当金 7,887 5,589

為替差益 － 13,963

不動産賃貸料 10,101 7,785

その他 4,556 3,810

営業外収益合計 28,762 40,416

営業外費用   

支払利息 6,323 8,749

減価償却費 10,022 －

為替差損 5,488 －

不動産賃貸費用 3,918 3,590

その他 2,018 1,065

営業外費用合計 27,772 13,405

経常利益又は経常損失（△） 53,950 △244,252

特別利益   

貸倒引当金戻入額 392 385

固定資産売却益 － 949

特別利益合計 392 1,335

特別損失   

災害による損失 20,909 －

投資有価証券評価損 19,778 1,815

固定資産処分損 33 0

特別損失合計 40,722 1,815

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（△）

13,620 △244,732

法人税、住民税及び事業税 3,425 2,777

法人税等調整額 △3,705 △1,213

法人税等合計 △280 1,563

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,901 △246,296



（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（△）

13,620 △244,732

減価償却費 187,270 184,266

固定資産処分損益（△は益） 33 △949

災害損失 20,909 －

投資有価証券評価損益（△は益） 19,778 1,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △392 △385

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,474 △65,682

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,643 △2,773

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,082 －

受取利息及び受取配当金 △14,104 △14,857

支払利息 6,323 8,749

為替差損益（△は益） 13,541 △27,333

売上債権の増減額（△は増加） 332,342 209,760

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,712 24,881

仕入債務の増減額（△は減少） 53,487 38,730

その他 22,665 115,834

小計 433,564 227,324

利息及び配当金の受取額 13,768 15,131

利息の支払額 △6,243 △8,633

法人税等の支払額 △13,830 △11,110

営業活動によるキャッシュ・フロー 427,259 222,712

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △400 △400

定期預金の払戻による収入 400 400

有形固定資産の取得による支出 △272,425 △127,966

投資有価証券の取得による支出 △1,159 △1,216

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 1,650

貸付けによる支出 △5,499 △3,180

貸付金の回収による収入 4,375 4,286

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,709 △126,426

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 200,000 －

短期借入金の返済による支出 － △20,000

長期借入金の返済による支出 △153,598 △186,417

配当金の支払額 △126,271 △125,741

財務活動によるキャッシュ・フロー △79,869 △332,158

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,955 14,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,724 △221,419

現金及び現金同等物の期首残高 6,964,275 7,965,213

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,019,999 7,743,793



 (4) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

 (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） 

 
ＦＰＤ用基
板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
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 2,048,354 509,446 216,407 2,774,208 － 2,774,208

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 2,048,354 509,446 216,407 2,774,208 － 2,774,208

営業利益又は営業損失（△） 377,186 △95,451 45,874 327,610 (274,649) 52,960

 

   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） 

 
ＦＰＤ用基
板事業 
（千円） 

光学機器用
部品事業 
（千円） 

その他の事
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 830,494 350,054 139,797 1,320,346 － 1,320,346

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 830,494 350,054 139,797 1,320,346 － 1,320,346

営業利益又は営業損失（△） 44,536 △75,459 1,889 △29,033 (242,230) △271,264

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類、性質、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業 

 ＦＰＤ用基板事業 
携帯電話、カーナビゲーション、携帯情報端末、アミューズメント機器、
ノート型パソコン、デジタルカメラ等の表示用基板 

 光学機器用部品事業 
液晶プロジェクター、測定機器、ステッパー、光通信機器、医療用機器、
照明用機器等の光学機器用部品 

 その他の事業 
ディスプレイフィルター、太陽電池、透明ヒーター（デフロスター）、減
衰フィルター等の基板、fθレンズ、ビームエクスパンダーレンズ 

３．会計方針の変更 

 前第１四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益が「Ｆ

ＰＤ用基板事業」で6,521千円、「その他の事業」で3,465千円それぞれ減少し、営業損失が「光学機器

用部品事業」で7,282千円増加しております。 



【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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 

   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） 

 
日本 

（千円） 
中国 

（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 1,187,911 132,434 1,320,346 － 1,320,346

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

36,697 32,182 68,880 (68,880) －

計 1,224,609 164,617 1,389,226 (68,880) 1,320,346

営業利益又は営業損失（△） △3,752 △25,988 △29,740 (241,524) △271,264

 

【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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

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） 

 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 183,415 183,415

Ⅱ 連結売上高（千円） － 1,320,346

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.9 13.9

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．区分に属する国の内訳は次のとおりであります。 

   アジア………中国、韓国 

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。 

 

 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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