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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,183 △31.0 △125 ― △110 ― △72 ―
21年3月期第2四半期 1,715 ― 251 ― 269 ― 148 ―

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2四半期 △15.15 ―
21年3月期第2四半期 30.41 ―

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2四半期 5,169 4,582 88.6 957.50
21年3月期 5,331 4,690 88.0 980.13

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,582百万円 21年3月期  4,690百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,636 △12.2 △111 ― △98 ― △65 ― △13.58
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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 
上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提
としているため、実際の業績は、今後様々な要因によって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あたっての
注意事項等については、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。 

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2四半期 5,225,000株 21年3月期  5,225,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  439,151株 21年3月期  439,076株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 4,785,904株 21年3月期第2四半期 4,872,124株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国財政出動の効果による海外経済の持ち直しと自
動車・電子部品等の現地在庫率の改善による生産・輸出増などを背景に、世界同時不況の最悪期を脱し、
景気は持ち直しに転じつつある一方、設備投資は引き続き減少し、雇用・所得環境も厳しさを増すなかで
民間需要は弱含みで推移しており、その水準は未だ極めて低調であること、また、欧米経済の持ち直しに
は今なお不確実性が高いことから、景気の本格回復及び自律回復への道筋は依然不透明な状況にありま
す。 
当社グループの関連する情報家電業界は、省エネ家電を対象としたエコポイント制度などを背景に薄型

テレビが大幅な需要増加を続けるなか、Ｂｌｕ-ｒａｙ Ｄｉｓｃ（以下、「ＢＤ」）関連製品などのデジ
タル家電を中心に堅調を維持し、また、中国では「家電下郷」政策によって現地メーカーの薄型テレビを
中心に需要が拡大しました。しかし、光ディスク関連市場としましては、ＢＤレコーダ/プレーヤの需要
は着実に増加しているものの、カーオーディオ・カーナビ関連製品の停滞やネットブックなど廉価版ＰＣ
の増加等もあり、全体として一層厳しい市場環境が継続しています。 
また、音楽映像業界においては、音楽ソフトのヒット作品減少とＤＶＤタイトルの売上減少及びネット

配信の伸張傾向がそれぞれ継続するなかで、ＢＤタイトル数の大幅な増加が見られるものの、映像ソフト
市場全体に占める規模は依然小さく、市場としては引き続き厳しい状況で推移しています。 
このような状況のもと当社グループは、経費削減活動の推進ならびに顧客在庫状況を見極めながら、需

要の掘り起こしを進めるべく積極的な営業展開をはかってまいりました。この結果、当第２四半期連結累
計期間の業績は、受注環境が依然低水準で推移しつつも期初予想より好転し、売上高11億83百万円（前年
同四半期比31.0％減）、営業損失１億25百万円、経常損失１億10百万円、四半期純損失72百万円となりま
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。 
  

ディスク事業 
ディスク事業には、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテー

プ、テストディスクの開発・製造・販売を行うテストメディア、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売
を行うクリエイティブメディア、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及びＢＤテスティングセンターと
しての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行うテスティングが含まれます。 
テストメディアは、昨期第４四半期において急落した売上が、期初以降微増に転じ回復基調にあるもの

の、テストメディア市場の主要分野である車載機器関連需要が未だ低い水準にあることなどから、その規
模は前年同四半期比50％以下の推移となっています。また、顧客によっては在庫調整が徐々に進みながら
も、生産工程見直しと機器等の開発、量産動向に慎重な動きが見られることから、需要回復に力強さはあ
りません。 
クリエイティブメディアは、積極的且つ柔軟な営業活動と機動力を活かした生産対応力の発揮により収

益の確保に努めましたが、ＤＶＤ受託は前年同四半期比で微増となったものの、低迷が続くＣＤ受託のマ
イナス分を補えず、一進一退の状況が続いています。 
テスティングは、ハード機器の検査や光ディスクの評価・検証において一定規模の受託を確保できたこ

とから、売上は前年同四半期より微増となりました。 
  
以上により、ディスク事業の売上高は10億95百万円（前年同四半期比33.6％減）となりました。 
  

その他事業 
子会社 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司 
中国国内を中心に各種工業炉用炉材など耐火材の売上が引き続き堅調を維持し、前年同四半期を上回っ

て推移しました。 
  
以上により、その他事業の売上高は88百万円（前年同四半期比33.7％増）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 
国内は、厳しい事業環境のなかで業績は低迷し、売上高は10億96百万円（前年同四半期比33.6％減）と

なりました。 
  

東アジア 
東アジアは、子会社である阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の業績が堅調に推移したことから、売上高

は87百万円（前年同四半期比32.4％増）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
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末と比較
して１億61百万円減少し、51億69百万円となりました。負債は仕入債務の減少等により53百万円減少し、
５億87百万円となりました。純資産は、配当金の支払及び四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少等
により１億８百万円減少し、45億82百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△14百万円となりました。これは主

に当第２四半期連結累計期間の業績を反映し、税金等調整前四半期純損失を計上したことによるものであ
ります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△68百万円となりました。これは主

に投資有価証券の取得による支出であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは△53百万円となりました。これは主

に配当金の支払によるものであります。 
以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は12億44百万円となりました。 
  

  

平成21年10月20日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、最悪期を脱
しつつある経済環境下、企業収益回復に向けては依然不透明な情勢が続くなか、当第２四半期連結累計期
間までの業績動向を反映するとともに、引き続き売上維持とコスト低減を進めることで下半期ベースでの
黒字化を見込み、収益改善を計画しております。 
  
これにより、当社グループの通期見通しは、売上高26億36百万円（前期比12.2％減）、営業損失１億11

百万円、経常損失98百万円、当期純損失65百万円を見込んでおります。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

  
①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価切下げに関して、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。 
  
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。 
  

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

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,450,258 1,587,161

受取手形及び売掛金 566,995 486,929

商品及び製品 86,369 126,777

仕掛品 72,075 66,751

原材料及び貯蔵品 107,252 130,155

その他 53,978 109,061

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,335,929 2,505,838

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,346,820 1,346,137

その他（純額） 564,669 588,267

有形固定資産合計 1,911,490 1,934,405

無形固定資産   

のれん 476,911 529,901

その他 22,297 32,125

無形固定資産合計 499,208 562,026

投資その他の資産 423,156 329,435

固定資産合計 2,833,855 2,825,867

資産合計 5,169,785 5,331,705
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

買掛金 78,704 95,409

短期借入金 20,000 26,000

未払法人税等 4,317 －

賞与引当金 77,457 78,867

その他 93,452 127,257

流動負債合計 273,932 327,533

固定負債   

退職給付引当金 267,510 263,611

その他 45,890 49,730

固定負債合計 313,400 313,341

負債合計 587,333 640,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 918,200 918,200

資本剰余金 871,580 871,580

利益剰余金 3,151,691 3,272,054

自己株式 △359,143 △359,117

株主資本合計 4,582,327 4,702,716

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80 △3,425

為替換算調整勘定 206 △8,460

評価・換算差額等合計 125 △11,885

純資産合計 4,582,452 4,690,831

負債純資産合計 5,169,785 5,331,705
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,715,672 1,183,717

売上原価 968,272 841,862

売上総利益 747,400 341,854

販売費及び一般管理費 495,710 467,486

営業利益又は営業損失（△） 251,689 △125,632

営業外収益   

受取利息 774 2,120

受取配当金 2,090 962

為替差益 5,536 8,165

作業くず売却益 2,038 849

保険返戻金 11,427 1,326

その他 2,439 2,589

営業外収益合計 24,307 16,014

営業外費用   

支払利息 1,112 371

保険解約損 4,925 144

その他 76 49

営業外費用合計 6,114 565

経常利益又は経常損失（△） 269,882 △110,183

特別利益   

貸倒引当金戻入額 90 735

特別利益合計 90 735

特別損失   

固定資産除却損 10,252 15

特別損失合計 10,252 15

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（△）

259,720 △109,463

法人税、住民税及び事業税 115,000 2,020

過年度法人税等 － 4,485

法人税等調整額 △3,441 △43,464

法人税等合計 111,558 △36,959

四半期純利益又は四半期純損失（△） 148,161 △72,503
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

259,720 △109,463

減価償却費 50,086 55,227

のれん償却額 52,990 52,990

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,299 △735

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,154 △1,409

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,120 3,899

受取利息及び受取配当金 △2,864 △3,083

支払利息 1,112 371

固定資産除却損 10,737 15

売上債権の増減額（△は増加） △94,409 △81,862

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,997 60,237

仕入債務の増減額（△は減少） 6,667 △18,019

その他 △6,542 31,168

小計 297,759 △10,666

利息及び配当金の受取額 2,864 2,485

利息の支払額 △1,112 △371

法人税等の支払額 △15,647 △6,150

営業活動によるキャッシュ・フロー 283,864 △14,702

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 △200,000 △5,597

投資有価証券の取得による支出 － △50,000

有形固定資産の取得による支出 △90,844 △11,055

ビデオグラム権の取得による支出 － △16,097

保険積立金の解約による収入 201,965 13,102

その他 21 1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,857 △68,620

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） △17,000 △6,000

自己株式の取得による支出 － △26

配当金の支払額 △73,081 △47,859

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,081 △53,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,087 △5,292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,838 △142,500

現金及び現金同等物の期首残高 1,247,943 1,387,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,351,782 1,244,660
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

  

（単位：百万円） 

 
  

※ テストテープ他には、テストＭＤ及びアライメントディスクを含んでおります。 

※ テストＢＤには、テストＨＤ ＤＶＤを含んでおります。 

※ 金額は単位未満を切捨てて表示しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

  ○ 製品別売上高

前年同四半期  
(平成21年３月期 

第２四半期)

当四半期 
(平成22年３月期 
第２四半期)

平成22年３月期 
(当期予想)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

テストメディア テストＣＤ 320 18.7% 126 10.7% 277 10.5%

テストＤＶＤ 293 17.1% 163 13.8% 338 12.9%

記録型テストＣＤ 96 5.6% 55 4.7% 108 4.1%

記録型テストＤＶＤ 111 6.5% 38 3.2% 87 3.3%

テストＢＤ 111 6.5% 69 5.9% 172 6.5%

テストテープ他 31 1.8% 9 0.8% 14 0.6%

小計 964 56.2% 462 39.1% 998 37.9%

クリエイティブメディア ＣＤ 353 20.6% 293 24.8% 663 25.2%

ＤＶＤ 227 13.3% 241 20.4% 512 19.4%

その他 93 5.5% 85 7.2% 173 6.6%

小計 675 39.4% 620 52.4% 1,349 51.2%

テスティング 9 0.5% 12 1.0% 25 0.9%

ディスク事業計 1,649 96.1% 1,095 92.5% 2,373 90.0%

その他事業 66 3.9% 88 7.5% 263 10.0%

合計 1,715 100.0% 1,183 100.0% 2,636 100.0%
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