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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 27,229 △34.5 △3,545 ― △4,236 ― △16,614 ―
21年3月期第2四半期 41,565 ― 274 ― 2,208 ― 819 ―

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 △371.55 ―
21年3月期第2四半期 18.04 ―

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 151,688 136,721 87.1 2,973.98
21年3月期 171,013 155,762 88.6 3,336.20

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  132,127百万円 21年3月期  151,558百万円

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  有   

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 ― 23.00 ― 14.00 37.00
22年3月期 ― 12.00
22年3月期 

（予想）
― 12.00 24.00

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 57,100 △18.0 △3,300 ― △3,900 ― △16,800 ― △376.91



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 
  上記の業績予想は、当社が現時点で得られた情報を、合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出しております。実際の業績等は、当社製品
の需給の急激な変動、米ドルを中心とした対円為替相場の変動および日本の証券・株式相場の変動など様々な状況により異なる場合があり得ることをご
承知おきください。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、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 45,886,739株 21年3月期  47,386,739株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,458,965株 21年3月期  1,958,352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 44,717,604株 21年3月期第2四半期 45,430,180株



当第２四半期における世界経済は、アジアで中国を中心に回復の動きが広がり、米国・欧州経済は下げ止まり傾

向にありますが、雇用の悪化などから引き続き深刻な状況で推移しました。国内経済も、アジア向けを中心に輸出

が増加し、生産や個人消費が持ち直しつつあるものの、企業収益および設備投資の減少や雇用情勢の悪化など依然

として厳しい状況で推移しました。 

このような状況にあって、当社グループは、海外では、景気後退に伴う需要の変化に対応するため、製造子会社

における生産体制の整備や営業拠点の見直しを行うなど、グローバル体制の下、生産・販売の効率化を推進しまし

た。国内では、顧客満足が得られる新製品開発を進めると共に、生産器材事業では、技術力に基づく製品と一貫し

たサービスによる顧客密着型の事業を展開しました。また、不採算事業の見直しや新たな事業にむけた資本提携を

行うなど、事業の選択と集中を進めました。さらに、品質保証システムの強化、地球環境の保全と継続的な改善、

内部統制システムの充実など、積極的な経営活動を展開しました。 

また、本年６月に社内体制の見直しをはかるため、社員の再就職を支援する特別転進支援制度を実施しました。 

しかしながら、世界的な市場低迷の影響などによる需要の減少から、当第２四半期連結累計期間における売上高

は、272億２千９百万円(前年同期比34.5％減)となりました。このうち海外売上高は、主力のアジアや米国・欧州市

場で売上げが大幅に減少したことから143億６千万円(前年同期比37.9％減)となり、国内売上高は、蛍光表示管を中

心に電子関連事業が順調に推移しましたが、生産器材事業が大幅に減少したことから128億６千８百万円(前年同期

比30.2％減)となりました。収益面では、売上げの減少や為替変動の影響などを受けて営業損益は35億４千５百万円

の損失(前年同期は営業利益２億７千４百万円)、経常損益は42億３千６百万円の損失(前年同期は経常利益22億８百

万円)となりました。また、四半期純損益は、ＦＥＤ(フィールド・エミッション・ディスプレイ)の新規の開発・販

売の中止や生産器材事業における業績回復の遅れの懸念などから固定資産の減損損失を計上し、さらに転進支援費

用を計上したことなどにより166億１千４百万円の損失(前年同期は四半期純利益８億１千９百万円)となりました。

  

当第２四半期連結累計期間の連結業績の事業区分別状況は、次のとおりです。 

電子関連事業では、蛍光表示管は、米国・欧州やアジアなどの海外市場が、当第２四半期の後半から持ち直しつ

つあるものの、主力である自動車向けやＤＶＤなどの映像機器向けの不振から、売上げは減少しました。国内市場

では、エコカーなどの自動車向けが国内大手メーカーからの需要拡大により、売上げは大幅に伸長しました。しか

しながら、蛍光表示管全体の売上げは前年同期を下回りました。 

蛍光表示管モジュールは、海外では、計測器向けや事務機器向けの売上げが減少し、国内市場では、アミューズ

メント向けが伸展しましたが、ＰＯＳ用途を中心とした事務機器向けが低調に推移したことから、売上げは前年同

期を下回りました。 

ホビー用ラジコン機器は、海外では、消費の減退や、2.4ＧＨｚ帯を採用した新製品プロポの買い替え需要が一巡

したことなどから、北米・欧州市場で売上げの伸びが鈍化し、アジア市場でも大幅に売上げが減少しました。国内

では、景気低迷による個人消費の減退などの影響で売上げは大幅に減少しました。こうしたことから、ホビー用ラ

ジコン機器全体の売上げは前年同期を下回りました。 

産業用ラジコン機器は、海外で米国市場などが低調に推移し、国内では農業関連向けが好調に推移しましたが、

設備投資の抑制などからクレーン付き車両向けが大幅に減少するなど、売上げは前年同期を下回りました。 

模型用エンジンにつきましても、個人消費の減退などの影響から、売上げは前年同期を下回りました。 

ロボット用機能部品は、厳しい市場環境のなか、今後の売上げ拡大に努めております。 

なお、市場開拓を進めてまいりましたＦＥＤは、事業の見直しをはかり、本年10月より新規の開発・販売を中止

しました。 

以上の結果、当事業の売上高は150億３千８百万円(前年同期比31.2％減)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



生産器材事業では、プレスおよびモールド金型用部品、プレシジョンプレートにつきましては、海外で、韓国市

場はモールド金型を中心に順調に推移しましたが、為替変動の影響から売上げは減少し、中国やタイなどが需要減

退により低迷したことから、売上げは前年同期を下回りました。国内では、金型市場は、自動車関連や携帯電話用

途など電子部品関連業界からの受注が減少するなど、産業界の需要減退により市場環境は厳しい状況で推移してお

ります。こうしたなかで、金型設計から成形に至る全製造工程において、一貫したサービスと製品の提供を目指

し、大手顧客への営業強化や顧客との連携によるグローバル展開を進めました。さらに、顧客の満足する高い品質

と納期の実現に向け、生産・販売体制を整備しました。しかしながら、厳しい市場環境による需要の減少や金型の

内製化などの影響から、売上げは前年同期を下回りました。 

省力機器につきましては、顧客の設備投資抑制の影響などから売上げは大幅に減少しました。 

なお、中国生産の第三拠点である天津市の製造子会社は、本年４月より操業を開始しました。また、江蘇省昆山

市の製造子会社にプレート生産の移管を進めるなど、生産拠点の見直しと強化をはかりました。 

以上の結果、当事業の売上高は121億９千万円(前年同期比38.1％減)となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金や有形固定資産などの減少により前連結会計年度末に比

べ193億２千４百万円減少し、1,516億８千８百万円となりました。 

負債は、未払費用の減少などにより前連結会計年度末に比べ２億８千３百万円減少し、149億６千７百万円となり

ました。 

純資産は、利益剰余金の減少などにより190億４千１百万円減少し、1,367億２千１百万円となりました。この結

果、自己資本比率は87.1％となりました。   

  

通期の連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえ、平成21年８月４日の決算発表時の予想を修正

しております。 

詳細につきましては、平成21年11月２日に公表いたしました「特別損失の計上および業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理  

 法人税等の算定方法 

  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。  

  

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



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 56,435 67,397

受取手形及び売掛金 16,552 15,223

有価証券 1,295 1,382

商品及び製品 3,473 4,678

仕掛品 2,132 2,150

原材料及び貯蔵品 4,840 5,598

その他 4,691 4,899

貸倒引当金 △483 △485

流動資産合計 88,938 100,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,426 16,601

機械装置及び運搬具（純額） 10,128 14,727

工具、器具及び備品（純額） 1,012 1,270

土地 16,373 17,311

リース資産（純額） 107 1,070

建設仮勘定 1,380 1,442

有形固定資産合計 42,429 52,423

無形固定資産 1,223 1,604

投資その他の資産   

投資有価証券 12,855 12,162

その他 6,456 4,205

貸倒引当金 △213 △227

投資その他の資産合計 19,098 16,139

固定資産合計 62,750 70,168

資産合計 151,688 171,013



（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 4,346 4,141

短期借入金 227 249

未払費用 2,110 2,531

未払法人税等 228 211

賞与引当金 1,104 916

その他 2,562 2,272

流動負債合計 10,580 10,322

固定負債   

長期借入金 324 348

繰延税金負債 1,657 1,694

退職給付引当金 1,428 1,422

役員退職慰労引当金 43 63

その他 933 1,401

固定負債合計 4,386 4,928

負債合計 14,967 15,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,558 22,558

資本剰余金 21,594 21,594

利益剰余金 103,672 124,288

自己株式 △3,272 △4,837

株主資本合計 144,553 163,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △296 △1,180

為替換算調整勘定 △12,130 △10,865

評価・換算差額等合計 △12,426 △12,046

少数株主持分 4,593 4,204

純資産合計 136,721 155,762

負債純資産合計 151,688 171,013



（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 41,565 27,229

売上原価 31,569 23,462

売上総利益 9,996 3,766

販売費及び一般管理費 9,721 7,312

営業利益又は営業損失（△） 274 △3,545

営業外収益   

受取利息 597 230

受取配当金 107 88

為替差益 1,197 －

特定金外信託運用益 － 191

その他 357 225

営業外収益合計 2,260 735

営業外費用   

支払利息 9 6

減価償却費 70 82

為替差損 － 1,145

有価証券運用損 170 －

その他 76 192

営業外費用合計 326 1,426

経常利益又は経常損失（△） 2,208 △4,236

特別利益   

固定資産売却益 323 74

貸倒引当金戻入額 16 15

大量退職に伴う退職給付債務戻入益 － 753

その他 1 －

特別利益合計 341 843

特別損失   

固定資産売却損 9 5

固定資産廃棄損 114 17

投資有価証券評価損 281 －

減損損失 － 8,475

特別退職金 812 －

転進支援費用 － 4,268

その他 98 101

特別損失合計 1,316 12,869

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（△）

1,233 △16,262

法人税、住民税及び事業税 705 269

法人税等調整額 △594 △87

法人税等合計 111 182

少数株主利益 302 170

四半期純利益又は四半期純損失（△） 819 △16,614



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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（△）

1,233 △16,262

減価償却費 3,692 3,164

減損損失 － 8,475

のれん償却額 89 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △892 △23

前払年金費用の増減額（△は増加） 290 69

退職給付引当金の増減額（△は減少） △202 32

賞与引当金の増減額（△は減少） 160 193

受取利息及び受取配当金 △705 △318

支払利息 9 6

為替差損益（△は益） △942 800

特定金外信託運用損益（△は益） － △191

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △199 △51

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 280 82

特別退職金 812 35

転進支援費用 － 4,268

売上債権の増減額（△は増加） △562 △1,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △324 1,792

仕入債務の増減額（△は減少） 4 527

その他 1,282 △180

小計 4,032 930

利息及び配当金の受取額 674 316

利息の支払額 △17 △4

特別退職金の支払額 △809 △34

転進支援費用の支払額 － △4,268

役員退職功労加算金支払額 △81 －

法人税等の支払額 △522 △311

法人税等の還付額 796 192

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,071 △3,180

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 △2,681 △13,454

定期預金の払戻による収入 2,711 10,958

有価証券の取得による支出 △54 △32

有価証券の売却及び償還による収入 92 590

有形固定資産の取得による支出 △2,705 △2,003

有形固定資産の売却による収入 954 429

投資有価証券の取得による支出 △1,069 △466

投資有価証券の売却による収入 527 47

貸付けによる支出 △3 △7

貸付金の回収による収入 42 73

その他 △314 △127

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,500 △3,991



（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) 

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 166 100

短期借入金の返済による支出 △151 △107

長期借入れによる収入 73 －

長期借入金の返済による支出 △94 △58

自己株式の取得による支出 △2 △1,800

配当金の支払額 △1,044 △635

少数株主への配当金の支払額 △129 △95

リース債務の返済による支出 △279 △311

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,462 △2,909

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115 △676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6 △10,757

現金及び現金同等物の期首残高 59,482 57,934

現金及び現金同等物の四半期末残高 59,475 47,176



 該当事項はありません。 

  

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) 

 (注)１．事業区分の方法および各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は使用原材料の共通性、製造方法および製品の類似性、販売経路の共通性により下記の事業区分に

しております。 

２．会計処理の方法の変更  

 前第２四半期連結累計期間 

 (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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て、電子関連事業の営業損失が40百万円増加し、生産器材事業の営業利益

が69百万円減少しております。 

  

（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情報〕

  
電子関連事業 
(百万円) 

生産器材事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高  21,855  19,710  41,565  －  41,565

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 0  2  2  (2)  －

計  21,855  19,712  41,568  (2)  41,565

営業利益又は営業損失(△)  △34  308  274  0  274

  
電子関連事業 
(百万円) 

生産器材事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高  15,038  12,190  27,229  －  27,229

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  0  0  (0)  －

計  15,038  12,191  27,229  (0)  27,229

営業損失(△)  △1,624  △1,920  △3,545  (0)  △3,545

事業区分 売上区分 製品名 

電子関連事業 
電子部品 

蛍光表示管、蛍光表示管モジュール、蛍光発光プリントヘッド、 

フィールド・エミッション・ディスプレイ 

電子機器 ラジコン機器、模型用エンジン、ロボット用機能部品 

生産器材事業 精機 プレス金型用部品、モールド金型用部品、プレシジョンプレート、省力機器 



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) 

  (注)１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州 ……アメリカ 

(2) 欧州 ……ドイツ 

(3) アジア……中国、台湾、韓国、香港、シンガポール、フィリピン 

３．会計処理の方法の変更  

 前第２四半期連結累計期間 

 (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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て、日本の営業損失が109百万円増加しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

(百万円) 
米州 

(百万円) 
欧州 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高  23,482  5,215  1,425  11,442  41,565  －  41,565

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 11,390  29  1  10,590  22,011  (22,011)  －

計  34,872  5,245  1,426  22,032  63,577  (22,011)  41,565

営業利益又は営業損失(△)  △712  △85  22  1,022  246  27  274

  
日本 

(百万円) 
米州 

(百万円) 
欧州 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高  15,965  2,643  661  7,958  27,229  －  27,229

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 6,433  23  0  6,889  13,347  (13,347)  －

計  22,399  2,666  661  14,848  40,576  (13,347)  27,229

営業損失(△)  △3,360  △6  △47  △46  △3,460  (84)  △3,545



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) 

  (注)１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州 ……アメリカ 

(2) 欧州 ……ドイツ、スペイン、フランス 

(3) アジア他…韓国、中国、マレーシア 

３．海外売上高は、当社およ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。  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  6,937  3,301  12,887  23,126

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    41,565

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

  の割合(％) 
 16.7  7.9  31.0  55.6

  米州 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  3,632  1,921  8,806  14,360

Ⅱ 連結売上高(百万円)                    27,229

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 

  の割合(％) 
 13.3  7.1  32.3  52.7

（６）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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