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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 31,362 △33.5 △887 ― △1,170 ― △1,424 ―

21年3月期第2四半期 47,134 ― 905 ― 895 ― △1,525 ―

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 △20.49 ―

21年3月期第2四半期 △21.02 ―

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 75,036 30,969 36.7 395.90
21年3月期 75,099 32,164 37.9 409.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  27,516百万円 21年3月期  28,488百万円

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  

（注２）平成22年３月期期末の配当金は未定であります。 

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 ― 3.00 ― 0.00 3.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 66,000 △14.8 800 ― 300 ― △400 ― △5.75



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（２）をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（３）をご覧下さい。 

(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13日発表の連結業績予想を修正しております。具体的修正内容につきましては平成21年11月６日発表の「業績予想の修正に関するお知
らせ」をご覧下さい。また、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条件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。 
２．平成22年３月期期末の配当金は現時点では未定でありますが、今後の業績等を総合的に勘案して、決定次第速やかに開示いたします。 

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 有

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 75,067,736株 21年3月期  75,067,736株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,565,089株 21年3月期  5,558,286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 69,506,606株 21年3月期第2四半期 72,548,561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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）における我が国経済は、世界的な経済危機の

下でスタートいたしましたが、輸出や生産の増加によって景気は持ち直しつつあるものの、引き続き企業収益の低迷

を背景に設備投資は減少を続け、雇用・所得も厳しさを増しております。個人消費は経済対策の効果もあり、やや持

ち直しの動きが見られますが全般的には厳しい環境が継続しており、低迷しております。一方、世界経済全体でも、

中国では景気刺激策の効果により内需を中心に持ち直しつつあるものの、欧米諸国などでは、引き続き、景気低迷が

続いております。 

当社グループを取り巻く市場環境といたしましては、生産の増加などもあり、電子化学材料などの一部の製品群や

地域では需要回復の兆しが出てきており、かつ、今年度より新規参入である車載向け電子部品関連は環境ニーズ高揚

の背景もあり、好調な滑り出しのもと堅調に推移しております。しかしながら、産業機器向け電子部品関連では昨年

度後半の最悪期を脱したものの、回復傾向は非常に緩やかであり、引き続き、厳しい市場環境の中、低水準な状況で

推移しております。また、はんだ付装置関連や放送機器関連などの設備機器関連についても、設備投資の抑制を背景

に昨年度からの厳しい状態がいまだ継続しております。また、昨年度後半やや落ち着きをみせていた原油価格や銅・

鉄などの原材料価格も、４月以降高騰し始めるなど予断を許さず、不透明な市場環境が続いております。 

このような市場環境のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の状況といたしまして、売上高は313億6千

2百万円（前年同四半期比33.5%減）となりました。利益面では昨年度後半より取り組んでいる構造改革などによる体

質改善や人件費・経費の削減、拠点の統廃合を推し進めるものの、まだ改革半ばということもあり、経常損失では11

億7千万円（前年同四半期は8億9千5百万円の経常利益）となりました。また、当第２四半期連結累計期間において

は、特別損失として、第２四半期にグループ内生産体制の効率化の一環として、グループ会社である株式会社光波の

子会社である株式会社オプシード津南を解散することを決定したことから減損損失・たな卸資産処分損・特別退職金

等の合計で2億9千5百万円を計上したことにより、四半期純損失は14億2千4百万円（前年同四半期は15億2千5百万円

の四半期純損失）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期末の総資産は、前期末比6千2百万円減の750億3千6百万円となりました。これは主に、現金及び預金

が借入れにより39億3千8百万円増加し、受取手形及び売掛金が9億2千2百万円、棚卸資産が14億2千9百万円それぞれ

減少したことなどによります。 

当第２四半期末の負債合計は、前期末比11億3千2百万円増の440億6千7百万円となりました。これは主に、長期借

入金が36億5千9百万円増加し、支払手形及び買掛金が21億6千9百万円減少したことなどによります。 

当第２四半期末の純資産合計は、前期末比11億9千5百万円減の309億6千9百万円となりました。これは主に、四半

期純損失14億2千4百万円による減少、評価・換算差額等が4億5千9百万円増加したことなどによります。 



  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

昨年からの世界的な経済危機も一部の地域、製品群では需要回復の兆しもあり、持ち直しの動きも見受けられます

が、当社グループを取り巻く環境におきましては、企業収益の低迷による設備投資の抑制・減少を背景に産業機器向

け電子部品関連をはじめ、はんだ付装置関連や放送機器関連などの設備機器関連において、引き続き、厳しい状況が

続いております。今後、受注の回復を見込んでおりますが、非常に緩やかな回復であると予想しております。また、

損益に関しましても、昨年度後半より取り組んでいる構造改革などによる体質改善や人件費・経費の削減、拠点の統

廃合を推し進めており、効果も出はじめてきておりますが売上高減少による影響などが補えず、かつ、昨年度後半や

や落ち着きを見せていた原油価格や銅・鉄などの原材料価格が本年４月以降高騰し始めるなどといった厳しい市場環

境もあり、原価の上昇も予想されます。さらに当第２四半期連結会計期間においてグループ会社である株式会社オプ

シード津南の閉鎖に伴う特別損失が3億円弱発生した関係もあり、通期の連結業績予想を修正いたします。 

 平成21年５月13日に発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりであります。  

（通期） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円 

前回発表予想（Ａ） 67,000 1,000 500 100 

今回修正予想（Ｂ） 66,000 800 300 △400 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,000 △200 △200 △500 

増減率（％） △1.5 △20.0 △40.0 － 

前期実績 77,507 △1,309 △2,719 △7,506 

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②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。 

③経過勘定項目の算定方法 

 固定費的な要素が大きく予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法（予算に基づく見積

り）による概算額で計上する方法によっております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

繰延税金資産の回収可能性の判定に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方

法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた

場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する

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、表示方法等の変更

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．棚卸資産の評価方法の変更 

電子化学材料関連事業の連結子会社であるタムラ化研㈱は、前連結会計年度の第３四半期連結会計期間より、

棚卸資産の評価方法について製品及び仕掛品は売価還元法から総平均法に、商品及び材料は最終仕入原価法から

総平均法にそれぞれ変更したため、前第２四半期連結会計期間と当第２四半期連結会計期間で棚卸資産の評価方

法が異なっております。なお、前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間において、変更後の方

法によった場合の影響額を算出することは困難であります。 

２．運送費の計上区分 

従来、物流子会社及び一部の製造子会社において発生した運送費は、売上原価として処理しておりましたが、

第１四半期連結会計期間より当該運送費のうち当社グループ外に製品を輸送する部分に係る運送費を販売費及び

一般管理費として処理する方法に変更しております。 

この変更は、一部の製造子会社において導入したＥＲＰ（統合業務パッケージ）システムが当期において本格

稼動したことを契機に、当社グループの発生費用の性格をより精細に分析した結果、売上原価と販売費及び一般

管理費をより適正に表示するために行ったものであります。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の売上原価が311百万円減少し、売上総利益並びに販売費及び一般管

理費が同額増加しておりますが、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありませ

ん。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 21,974 18,036

受取手形及び売掛金 16,807 17,730

商品及び製品 3,270 4,087

仕掛品 1,590 1,480

原材料及び貯蔵品 4,579 5,302

繰延税金資産 917 897

その他 2,238 3,216

貸倒引当金 △412 △401

流動資産合計 50,966 50,349

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,811 15,962

減価償却累計額 △9,950 △9,702

建物及び構築物（純額） 5,860 6,259

機械装置及び運搬具 14,071 13,485

減価償却累計額 △10,579 △9,950

機械装置及び運搬具（純額） 3,492 3,534

工具、器具及び備品 8,738 9,288

減価償却累計額 △7,608 △7,890

工具、器具及び備品（純額） 1,130 1,397

土地 6,441 6,435

リース資産 1,423 1,070

減価償却累計額 △220 △69

リース資産（純額） 1,202 1,000

建設仮勘定 8 111

有形固定資産合計 18,134 18,740

無形固定資産   

のれん 108 117

リース資産 289 294

その他 930 1,012

無形固定資産合計 1,327 1,424

投資その他の資産   

投資有価証券 2,266 1,942

繰延税金資産 1,266 1,350

その他 1,166 1,388

貸倒引当金 △91 △95

投資その他の資産合計 4,607 4,585

固定資産合計 24,070 24,750

資産合計 75,036 75,099



（単位：百万円）

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 9,452 11,622

短期借入金 4,066 3,708

1年内返済予定の長期借入金 187 252

リース債務 305 211

未払法人税等 237 434

賞与引当金 815 838

その他の引当金 24 28

その他 3,626 4,000

流動負債合計 18,714 21,097

固定負債   

長期借入金 21,119 17,460

リース債務 1,320 1,147

退職給付引当金 2,174 2,427

その他 738 801

固定負債合計 25,352 21,837

負債合計 44,067 42,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,829 11,829

資本剰余金 15,337 15,337

利益剰余金 5,064 6,494

自己株式 △2,362 △2,361

株主資本合計 29,869 31,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △156 △302

繰延ヘッジ損益 △320 △105

為替換算調整勘定 △1,876 △2,403

評価・換算差額等合計 △2,352 △2,812

新株予約権 70 46

少数株主持分 3,382 3,630

純資産合計 30,969 32,164

負債純資産合計 75,036 75,099



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 47,134 31,362

売上原価 36,331 24,407

売上総利益 10,803 6,954

販売費及び一般管理費 9,898 7,842

営業利益又は営業損失（△） 905 △887

営業外収益   

受取利息 42 13

受取配当金 35 26

為替差益 140 －

その他 135 84

営業外収益合計 353 124

営業外費用   

支払利息 237 252

為替差損 － 95

その他 126 59

営業外費用合計 363 407

経常利益又は経常損失（△） 895 △1,170

特別利益   

固定資産売却益 3 21

特別利益合計 3 21

特別損失   

固定資産除売却損 37 22

たな卸資産評価損 891 －

たな卸資産処分損 － 67

子会社株式売却損 854 －

投資有価証券評価損 105 5

減損損失 － 139

特別退職金 75 96

その他 85 28

特別損失合計 2,050 360

税金等調整前四半期純損失（△） △1,151 △1,508

法人税、住民税及び事業税 357 93

法人税等調整額 111 39

法人税等合計 469 132

少数株主損失（△） △95 △217

四半期純損失（△） △1,525 △1,424



 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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