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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 4,776 32.4 △46 ― △48 ― △163 ―

21年3月期第2四半期 3,607 ― 148 ― 174 ― 77 ―

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 △7.47 ―

21年3月期第2四半期 3.56 ―

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 12,189 8,380 68.8 379.01
21年3月期 9,038 8,330 92.2 402.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,380百万円 21年3月期  8,330百万円

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 ― 2.25 ― 2.25 4.50
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

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 11,393 86.4 △15 ― 24 ― △60 ― △2.74
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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）  有  

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

(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、５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） 

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

(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 

業績の予想につきましては、現時点で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、今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる場合
があります。上記の予想に関する事項は４ページ【連結業績予想に関する定性的情報】をご覧ください。 

新規 3社 （社名
フェニックス電機株式会社、株式会
社日本技術センター、ナカンテクノ株
式会社

） 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 22,806,900株 21年3月期  22,806,900株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  695,966株 21年3月期  2,128,476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 21,876,096株 21年3月期第2四半期 21,678,478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、昨年の金融危機の影響から徐々に落ち着きを見せ始

め、一部の産業において生産活動が回復するなど、景気の底入れ感が見えつつあります。しかしながら、個

人消費の回復、雇用情勢には厳しいものがあり、依然先の見えない不透明な環境下にありました。  

  このような経営環境のもと、当社グループは従来のランプ事業だけでなく、期初に検査装置製造及び技術

者派遣を中心とする株式会社日本技術センターとの経営統合を実施し、更には、民事再生法による再建を図

っておりましたナカン株式会社より、当年７月に製造装置事業の事業譲渡を受けました、ナカンテクノ株式

会社は、当第２四半期連結会計期間より本格的に事業を開始しております。 

  当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、株式会社日本技術センターならびナカンテ

クノ株式会社の売上が寄与し、前年同期比132.4％の4,776百万円となりました。  

  
セグメント別の概況は、以下の通りとなります。 

「ランプ事業」につきましては、プロジェクター市場においては、昨年の世界不況による前期第４四半期

及び当第１四半期の急激な落ち込みから徐々に受注を回復してきたものの、需要の落ち込みの影響は大き

く、更には為替においても90円（ＵＳドル）を上回る水準まで円高が進行し、プロジェクター用ランプの売

上高は前年同期比54.0％の1,432百万円に留まりました。 一方、一般照明用ランプにおいては、新製品であ

るＬＥＤランプの販売は好調に推移しておりますが、不況による需要減の影響でハロゲンランプの落ち込み

が影響し前年同期比88.1％の825百万円となりました。  

 その結果、ランプ事業全体の売上高は前年同期比63.3％の2,283百万円となりました。 

「産業機器事業」につきましては配光膜印刷装置、液晶パネル検査装置等、事業全体の売上高は1,641百万

円となりました。尚、ナカンテクノ株式会社の売上高は７月末からの約２ヶ月間の計上になります。 

「人材派遣事業」につきましては、雇用情勢の悪化に伴い大幅な需要減も心配されましたが、技術者派遣

が中心である為に、計画通りの比較的安定した推移をみせ、同事業の売上高は850百万円となりました。 

  

原価及び経費面では、更なる原価低減及び経費削減に努めました。当期におきましては、グループ化した

事業子会社の内部統制システムの構築等システム強化のための費用が別途発生しています。 

また、「産業機器事業」「派遣事業」を有する株式会社日本技術センターの繰延税金資産について、現状

の外部環境が同事業に与えている影響を考慮し、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い

（監査委員会報告第66号）に従い、繰延税金資産の回収可能性を慎重に見直し、回収が見込める部分を除い

て取り崩すこととした結果、取崩しによる法人税等調整額(税金費用)を28百万円計上することになりまし

た。 

 結果、第２四半期連結累計期間の売上高は4,776百万円、営業損失46百万円、経常損失48百万円、四半期純

損失は163百万円となりました。  

  

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

ヘリオス テクノ ホールディング㈱（6927）平成22年3月期 第2四半期決算短信
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（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ、1,232百万円増加しております。主な増減内容は、受取手形及び

売掛金の増加783百万円、棚卸資産の増加774百万円、現金及び預金の減少1,094百万円等であります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ、1,918百万円増加しております。主な増減内容は、有形固定資産

の増加814百万円、長期未収入金（投資その他の資産その他）の増加1,102百万円、のれんの増加301百万円

等であります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ34.8％増加し、12,189百万円となりました。 

(負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ、1,390百万円増加しております。増加内容は、支払手形及び買掛

金の増加436百万円、未払費用（流動負債その他）の増加213百万円及び未払法人税等130百万円等でありま

す。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ、1,710百万円増加しております。増加内容は、長期借入金の増加

648百万円及び繰延税金負債の増加615百万円等であります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて437.5％増加し、3,808百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.5％増加し、8,380百万円となりました。増減内容は、四半

期純損失163百万円に加え、株式交換に伴う差損252百万円、配当金の支払46百万円による減少となり、一

方、株式交換による自己株式の減少により507百万円増加しました。 

  

  

平成21年11月6日に、平成22年3月期通期の連結業績予想の修正を発表しております。 

 第２四半期連結累計期間における各事業子会社の実績を踏まえまして、通期の連結業績の見直しを行い

ました結果、連結売上高は11,393百万円、同営業損失15百万円、同経常利益は24百万円、同当期純損失は

60百万円となる見通しであります。  

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

ヘリオス テクノ ホールディング㈱（6927）平成22年3月期 第2四半期決算短信
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当第１四半期連結会計期間より、分社型新設分割によりフェニックス電機株式会社、また株式の取得(金銭

ならび株式交換）により株式会社日本技術センター、設立によりナカンテクノ株式会社を連結の範囲に含め

ました。 

  

①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、一部子会社において実地棚卸を省略し、帳簿

棚卸に基づく棚卸高を用いています。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関して、当第２四半期連結会計期間末における棚卸資産評価において重

要な変化は無いため、見直しは行っていません。 

②法人税等並びに繰延税金資産の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しましては、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

方法によっています。 

  

工事損失引当金 

当第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号）を適用しております。 

 工事契約に基づく取引のうち、第２四半期連結会計期間末において、受注額を上回る工事原価の見積も

りとなるものについて、損失見込額を計上しました。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失は

それぞれ14百万円増加しています。 

  

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

ヘリオス テクノ ホールディング㈱（6927）平成22年3月期 第2四半期決算短信

-5-



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 2,956,573 4,050,675

受取手形及び売掛金 1,835,184 1,051,493

商品及び製品 203,138 207,017

仕掛品 856,363 190,606

原材料及び貯蔵品 452,873 340,690

その他 1,026,548 250,986

貸倒引当金 △8,639 △1,624

流動資産合計 7,322,041 6,089,846

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,659,259 1,103,708

土地 1,245,425 1,001,437

その他（純額） 749,177 733,839

有形固定資産合計 3,653,863 2,838,985

無形固定資産   

のれん 301,028 －

その他 41,916 29,404

無形固定資産合計 342,945 29,404

投資その他の資産   

その他 1,426,982 90,229

貸倒引当金 △556,640 △9,531

投資その他の資産合計 870,341 80,698

固定資産合計 4,867,150 2,949,088

資産合計 12,189,191 9,038,935

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 741,454 304,966

1年内返済予定の長期借入金 70,620 －

未払法人税等 140,104 9,947

賞与引当金 179,774 75,142

製品保証引当金 14,200 7,900

工事損失引当金 99,045 －

その他 563,617 223,951

流動負債合計 2,012,216 621,908

固定負債   

長期借入金 648,360 －

退職給付引当金 158,661 －

負ののれん 205,074 －

ヘリオス テクノ ホールディング㈱（6927）平成22年3月期 第2四半期決算短信
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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) 

その他 784,682 86,639

固定負債合計 1,796,779 86,639

負債合計 3,808,995 708,547

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,133,177 2,133,177

資本剰余金 2,311,745 2,563,867

利益剰余金 4,174,522 4,384,368

自己株式 △248,110 △754,979

株主資本合計 8,371,335 8,326,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,860 3,954

評価・換算差額等合計 8,860 3,954

純資産合計 8,380,196 8,330,388

負債純資産合計 12,189,191 9,038,935

ヘリオス テクノ ホールディング㈱（6927）平成22年3月期 第2四半期決算短信

-7-



(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 3,607,983 4,776,605

売上原価 2,611,227 3,644,574

売上総利益 996,755 1,132,030

販売費及び一般管理費 848,140 1,178,736

営業利益又は営業損失（△） 148,615 △46,706

営業外収益   

受取利息 6,701 4,162

受取配当金 712 631

為替差益 16,689 －

業務受託料 － 12,093

負ののれん償却額 － 10,793

雑収入 5,559 12,152

営業外収益合計 29,661 39,833

営業外費用   

支払利息 1,114 6,804

投資有価証券評価損 2,346 419

為替差損 － 34,333

営業外費用合計 3,461 41,556

経常利益又は経常損失（△） 174,815 △48,429

特別利益   

貸倒引当金戻入額 200 2,222

固定資産売却益 52 －

特別利益合計 252 2,222

特別損失   

固定資産除却損 29 164

減損損失 3,467 －

その他 － 100

特別損失合計 3,496 264

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（△）

171,571 △46,470

法人税、住民税及び事業税 72,883 135,750

法人税等調整額 21,565 △18,901

法人税等合計 94,449 116,848

四半期純利益又は四半期純損失（△） 77,122 △163,319

ヘリオス テクノ ホールディング㈱（6927）平成22年3月期 第2四半期決算短信
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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（△）

171,571 △46,470

減価償却費 273,293 191,030

減損損失 3,467 －

のれん償却額 － 22,654

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,972 16,853

貸倒引当金の増減額（△は減少） △432 4,215

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 13,317

製品保証引当金の増減額（△は減少） 8,800 6,300

受取利息及び受取配当金 △7,413 △4,794

支払利息 1,114 6,804

投資有価証券評価損益（△は益） － △419

有形固定資産売却損益（△は益） △52 －

固定資産除却損 29 164

売上債権の増減額（△は増加） 88,252 551,779

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,102 △39,102

未収入金の増減額（△は増加） 189,545 361,285

仕入債務の増減額（△は減少） △27,116 △516,443

未払消費税等の増減額（△は減少） △198 24,626

未払金の増減額（△は減少） △8,419 4,203

その他 △27,113 △111,860

小計 707,457 484,145

利息及び配当金の受取額 4,692 6,372

利息の支払額 △1,114 △6,804

法人税等の還付額 － 127,339

法人税等の支払額 △8,887 △10,444

営業活動によるキャッシュ・フロー 702,148 600,607

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 1,000,000

有価証券の取得による支出 － △500,000

有価証券の売却による収入 － 500,151

保険積立金の解約による収入 － 57,159

有形固定資産の取得による支出 △98,577 △88,616

有形固定資産の売却による収入 63 －

無形固定資産の取得による支出 △7,018 △10,296

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 211,421

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,738,850

その他 △204 △33,723

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,737 △602,755
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △124,520 △37,110

設備支払手形による支払 7,502 △17,431

設備未払金の減少 27,906 △647

自己株式の取得による支出 － △239

配当金の支払額 △108,392 △46,526

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,503 △101,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 398,906 △104,102

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,068 2,250,675

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,039,974 2,146,573
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該当事項なし 

  

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) 

当社グループは製品の種類、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種のランプ事業を行って

おり、当該事業以外に事業の種類がないため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) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) ランプ事業 ……プロジェクター用ランプ、一般照明用ハロゲンランプ及びＬＥＤランプ 

(2) 産業機器事業 …産業機械、検査・計測装置、配光膜印刷装置、特殊印刷機 

(3) 派遣事業 ……… 技術系社員派遣、一般製造社員派遣 

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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合がいずれも100％であるため、記載を省略し

ています。 

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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合がいずれも100％であるため、記載を省略し

ています。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

（事業の種類別セグメント）

ランプ事業 
(千円)

産業機器
事業 
(千円)

派遣事業
(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

2,283,850 1,641,918 850,835 4,776,605 ― 4,776,605

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 8,872 8,872 △8,872 ―

計 2,283,850 1,641,918 859,707 4,785,477 △8,872 4,776,605

営業利益又は営業損失 15,236 197,454 △25,764 186,926 △233,632 △46,706

（所在地別セグメント情報）
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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) 

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

  ※北米・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

  ※その他の地域・・欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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す。 

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) 

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

  ※北米・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

  ※その他の地域・・欧州、オセアニア、南米、アフリカ等 

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す。 

  

（海外売上高）

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 125,810 1,337,611 11,187 1,474,609

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 3,607,983

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.5 37.1 0.3 40.9

    ※アジア・・・中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 197,241 1,587,200 26,033 1,810,475

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 4,776,605

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.1 33.2 0.5 37.9

    ※アジア・・・中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、サウジアラビア等
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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) 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度残高(千円） 2,133,177 2,563,867 4,384,368 △754,979 8,326,433

当第２四半期連結累計期間末まで
の変動額

 剰余金の配当（千円） △46,526 △46,526

 当期純利益（千円） △163,319 △163,319

 自己株式の取得（千円） △239 △239

 自己株式の処分（株式交換） 507,108 507,108

 株式交換に伴う差損（千円） △252,121 △252,121

当第２四半期連結累計期間末までの
変動額合計(千円)

△252,121 △209,845 506,869 44,901

平成21年９月30日残高(千円) 2,133,177 2,311,745 4,174,522 △248,110 8,371,335

6. その他の情報
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