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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 2,460 △20.2 △175 ― △220 ― △500 ―
21年3月期第2四半期 3,083 ― △187 ― △198 ― △183 ―

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 △72.51 ―
21年3月期第2四半期 △26.70 ―

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 9,223 7,142 77.4 1,035.13
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2四半期  7,142百万円 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
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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 
（予想）

― 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  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

通期 6,200 △4.5 50 ― 20 ― △450 ― △65.21
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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・財務諸表等】 「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2四半期 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2四半期 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2四半期 6,900,280株 21年3月期第2四半期 6,866,907株
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当第２四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深刻な景気後退の影

響が尾を引き、依然として低迷しており、設備投資意欲は回復せず、また個人消費も低迷していたことか

ら、引き続き厳しい状況となりました。  

 こうした経済環境のなか、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、飲料用は在庫

調整中で設備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堅調に進捗しました

が、広告看板用バックライト光源を中心とする照明関連製品および各種表示器では引き続き設備投資が抑

えられ、売上が伸び悩みました。 

 また、当社連結子会社の株式会社オプシード津南を解散することによる特別損失の見積り計上

（295,808千円）を実施いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,460,778千円と前年同四半期連結累計期間と比べ

622,326千円（20.2％）の減収となりました。営業損失は175,655千円（前年同四半期連結累計期間は

187,756千円の営業損失）、経常損失は220,035千円（前年同四半期連結累計期間は198,561千円の経常損

失）、四半期純損失は500,352千円（前年同四半期連結累計期間は183,337千円の四半期純損失）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、5,701,819千円となりました。これは主とし

て、受取手形及び売掛金が817,202千円減少したこと、一方で現金及び預金が572,150千円増加したことな

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、7.4％減少し、3,521,341千円となりました。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、9.0％減少し、9,223,160千円となりました。  

  

（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、12.3％減少し、1,590,879千円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金が352,261千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、22.1％減少し、489,620千円となりました。これは主とし

て、退職給付引当金が120,407千円減少したことによるものです。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、14.8％減少し、2,080,499千円となりました。 

  

（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、7.2％減少し、7,142,660千円となりました。これは主とし

て、四半期純損失の計上、剰余金の配当により利益剰余金が603,856千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、一部回復基調にある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３四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、第４四半期は当社製品

群の需要期で一部製品の回復が見込まれることもあり、通期連結業績見通しは、売上高6,200,000千円、

営業利益50,000千円、経常利益20,000千円、当期純損失450,000千円を見込んでおります。 

 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。 

 なお、連結子会社である株式会社オプシード津南は、平成21年10月31日に解散し、当第２四半期決算

短信提出日現在、清算手続中であります。清算結了は平成22年３月を予定しております。 

  

  
（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繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、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

績予測やタックス・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。 

  

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 2,615,030 2,042,879

受取手形及び売掛金 1,546,524 2,363,727

商品及び製品 570,466 627,494

仕掛品 90,137 442,624

原材料及び貯蔵品 527,979 392,555

未収還付法人税等 13,795 51,740

繰延税金資産 214,994 219,126

その他 138,811 220,279

貸倒引当金 △15,922 △22,648

流動資産合計 5,701,819 6,337,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,598,819 1,699,904

減価償却累計額 △881,620 △851,077

建物及び構築物（純額） 717,198 848,827

機械装置及び運搬具 2,114,720 2,089,717

減価償却累計額 △1,742,861 △1,640,387

機械装置及び運搬具（純額） 371,858 449,330

土地 934,185 948,953

建設仮勘定 7,262 2,966

その他 963,533 948,891

減価償却累計額 △846,407 △820,913

その他（純額） 117,126 127,978

有形固定資産合計 2,147,631 2,378,056

無形固定資産 182,197 219,742

投資その他の資産   

投資有価証券 385,103 367,362

繰延税金資産 426,010 456,286

その他 388,958 390,026

貸倒引当金 △8,560 △8,560

投資その他の資産合計 1,191,512 1,205,114

固定資産合計 3,521,341 3,802,913

資産合計 9,223,160 10,140,694
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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   

支払手形及び買掛金 729,634 1,081,895

短期借入金 398,000 398,000

未払法人税等 14,145 284

賞与引当金 73,258 89,294

その他 375,841 244,339

流動負債合計 1,590,879 1,813,814

固定負債   

長期借入金 18,000 27,000

退職給付引当金 315,620 436,027

その他 156,000 165,106

固定負債合計 489,620 628,133

負債合計 2,080,499 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 683,751 1,287,608

自己株式 △10,627 △10,585

株主資本合計 7,292,212 7,896,111

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,811 △9,280

為替換算調整勘定 △167,362 △188,085

評価・換算差額等合計 △149,551 △197,365

純資産合計 7,142,660 7,698,745

負債純資産合計 9,223,160 10,140,694
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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 3,083,105 2,460,778

売上原価 2,481,666 1,974,829

売上総利益 601,438 485,949

販売費及び一般管理費 789,195 661,604

営業損失（△） △187,756 △175,655

営業外収益   

受取利息 622 238

受取配当金 3,132 1,685

持分法による投資利益 15,009 －

不動産賃貸料 3,428 4,088

その他 7,197 7,228

営業外収益合計 29,390 13,240

営業外費用   

支払利息 4,391 3,570

持分法による投資損失 － 30,711

為替差損 29,894 17,192

その他 5,908 6,146

営業外費用合計 40,195 57,620

経常損失（△） △198,561 △220,035

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,854 6,726

特別利益合計 3,854 6,726

特別損失   

減損損失 － 139,901

固定資産除却損 163 1,458

特別退職金 － 60,225

早期割増退職金 － 1,632

たな卸資産評価損 － 67,569

その他 － 28,112

特別損失合計 163 298,899

税金等調整前四半期純損失（△） △194,870 △512,208

法人税、住民税及び事業税 9,387 8,164

法人税等還付税額 － △36,063

過年度法人税等戻入額 △30,677 －

法人税等調整額 9,758 16,043

法人税等合計 △11,532 △11,855

四半期純損失（△） △183,337 △500,352
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該当事項はありません。 

  

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） 

 
  

(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

（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 3,331,726 3,287,362 1,287,608 △10,585 7,896,111

当第２四半期連結会計期間末 
までの変動額

 剰余金の配当 △103,504 △103,504

 四半期純損失 △500,352 △500,352

 自己株式の取得 △42 △42

当第２四半期連結会計期間末 
までの変動額合計

─ ─ △603,856 △42 △603,898

当第２四半期連結会計期間末残高 3,331,726 3,287,362 683,751 △10,627 7,292,212
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