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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 11,573 △23.7 △1,624 ― △1,573 ― △1,838 ―

21年3月期第2四半期 15,165 ― △935 ― △996 ― △1,017 ―

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 △25.31 ―

21年3月期第2四半期 △14.00 ―

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 31,695 9,166 28.9 126.23
21年3月期 34,347 11,074 32.2 152.49

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,166百万円 21年3月期  11,074百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 32,000 △10.8 △1,250 ― △1,300 ― △1,500 ― △20.66
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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、６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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定要素により実際の業績は予想数値
と異なる場合があります。 

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 72,857,468株 21年3月期  72,857,468株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  241,855株 21年3月期  234,011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 72,618,561株 21年3月期第2四半期 72,649,350株
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【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）におけるわが国

の経済は、輸出の回復や在庫調整等により、一部に回復傾向が見られるものの、円高進展

の懸念や雇用環境の低迷、設備投資の過剰感など、依然として厳しい状況が続いています。  

世界経済においてはアジア諸国等、新興国市場が大きく回復しましたが、先進諸国の回

復は遅れており、厳しい経済環境が続いています。 

 

 このような状況下において、当社グループの第２四半期の連結累計期間の売上高は、設

備投資抑制動向の影響を色濃く受けた結果となりました。国内販売につきましては、HD 中

継車システムの売上が堅調に推移するとともに放送番組制作用 HDシステムの大型納入があ

りましたが、放送局全体の設備投資需要が大きく減退したことに加え、セキュリティカメ

ラシステム、錠剤検査装置の販売が落ち込み、売上高が減少しました。また、海外販売に

つきましては、北米において放送用 HD カメラ等の販売が大きく落ち込み、連結売上高は前

年同期と比べ、23.7%減の 115 億 73 百万円（前年同期売上高 151 億 65 百万円）となりまし

た。 

 損益面につきましては、各種経費等の支出抑制により、販売費及び一般管理費は減少し

ましたが、売上高の大幅な減少により、売上高に対する売上原価の比率が増加し、営業損

益は前年同期と比べ６億 88 百万円減少し、営業損失 16 億 24 百万円（前年同期営業損失９

億 35 百万円）となりました。 

 経常損益につきましては、受取配当金等の営業外収益により、経常損失 15 億 73 百万円

（前年同期経常損失９億 96 百万円）となりました。最終損益につきましては、投資有価証

券評価損２億 38 百万円等を計上したことにより、四半期純損失 18 億 38 百万円（前年同期

四半期純損失 10 億 17 百万円）となりました。 

  

（所在地別セグメントの概況） 

①日本 

日本における売上高のうち国内販売につきましては、HD 中継車システムの売上が堅調に

推移するとともに放送番組制作用 HD システムの大型納入がありましたが、国内放送局全体

の設備投資需要が大きく減退したことに加え、セキュリティカメラシステム、錠剤検査装

置の販売が落ち込み、売上高が減少しました。 

輸出面におきましては、アジア地域等への放送用 HD カメラの輸出を中心に、北米、欧州

についても大きく減少し、輸出売上高は減少しました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における日本の売上高は前年同期と比べ 24.4%減の

107 億 48 百万円（前年同期売上高 142 億 14 百万円）、営業損益は６億 53 百万円減少し、営

業損失５億５百万円（前年同期営業利益１億 48 百万円）となりました。 
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②北米 

主たる販売地域である北米地域におきましては、景気悪化による設備投資動向の影響を

色濃く受け、放送用 HD カメラシステム等の販売が低迷し、売上高は前年同期に比べ 37.2%

減少し、12 億 43 百万円（前年同期売上高 19 億 80 百万円）、営業損失は 88 百万円（前年

同期営業損失 51 百万円）となりました。 

 

③ヨーロッパ 

ヨーロッパにおきましては、経済環境の厳しさが継続する中にあって、放送用HDカメラ

システムの販売は依然として低調に推移しました。また、ユーロベースの売上高は前年同

期とほぼ同水準で推移しましたが、対ユーロで円高が進行したことにより、売上高は前年

同期に比べ13.8%減少し、６億57百万円（前年同期売上高７億62百万円）、営業損失は１億

39百万円（前年同期営業損失１億29百万円）となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、316 億 95 百万円であり、前連結会計年度

末に比べ 26 億 51 百万円減少しました。流動資産は現金及び預金、受取手形及び売掛金

の減少、棚卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ 26 億 87 百万円減の 247 億

91 百万円となりました。固定資産は有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末

に比べ 35 百万円増の 69 億４百万円となりました。 

 

 負債総額は 225 億 29 百万円であり、前連結会計年度末に比べ７億 43 百万円減少しま

した。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ 20

億 70 百万円減の 72 億６百万円となりました。固定負債は、長期借入金、退職給付引当

金の増加等により、前連結会計年度末に比べ 13 億 26 百万円増の 153 億 22 百万円とな

りました。 

 

 正味運転資本（流動資産から流動負債を控除した金額）は、175 億 84 百万円であり、

流動比率は前連結会計年度末と比べ 47.82 ポイント増の 344.02%となり、財務の健全性

は保たれています。 

 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ 19 億８百万円減少し、91 億 66 百万円

となりました。これは主として、当第２四半期連結累計期間の純損失計上による利益剰

余金の減少等によるものです。 

 この結果、自己資本比率は、28.9%（前連結会計年度末 32.2%）となりました。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

 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・フローについては、税金等

調整前四半期純損失18億27百万円を計上し、退職給付引当金の増加額６億88百万円、

売上債権の減少額 32 億 98 百万円、たな卸資産の増加額 11 億 82 百万円、仕入債務の減

少額 19 億 95 百万円等により、６億 24 百万円の支出となりました（前年同期比５億 29

百万円の支出増加）。 

 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出５億

17 百万円等により、６億 14 百万円の支出となりました（前年同期比１億 43 百万円の

支出減少）。 

 

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入れによる収入 11 億円、長

期借入金の返済による支出１億 31 百万円、社債の償還による支出１億 20 百万円等によ

り、８億 10 百万円の収入となりました（前年同期比 11 億 77 百万円の収入増加）。 

 

 以上の結果により、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連

結会計年度末に比べ４億 38 百万円減少し、59 億 48 百万円となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの主たる事業領域である放送市場におきましては、わが国のみならず北米

におきましても経営環境の厳しさに鑑み、設備投資を抑制する傾向が色濃くなりました。 

他の関連市場におきましても投資総額を抑制する傾向は更に強まり、受注に際しては厳

しい価格競争を強いられるなど事業環境の厳しさは一段と増しています。 

このような収益面を圧迫する厳しい事業環境の中にあって、当社グループは、市場の変

化に対応すべくコスト構造改革等を推し進めておりますが、今般、当該改革の施策の一つ

として池上工場と宇都宮工場の生産移転・統合を実施し、将来に向けて利益が創出できる

体制を構築することと致しました。一時的には収益を圧迫する要因ではありますが、中長

期的視野で捉えた場合、当社グループの業績を伸張させていくためには不可欠な改革であ

ると判断しています。 

 

 以上を勘案しました結果、通期業績を以下のとおり変更いたしました。 

詳細は、平成 21 年 11 月 11 日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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■連結業績見通し 

 

 

 

 

 

 

■個別業績見通し 

 

 

 

 

 

注意事項 

 上記の業績見通しは、当社グループが現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 

実際の業績は重要なリスク要因や不確実な要素等により異なる可能性があります。 

 

 

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） 

   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断に関して、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。 

 

（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 

    該当事項はありません。 

 

売上高  32,000 百万円

営業利益 ▲ 1,250 百万円

経常利益 ▲ 1,300 百万円

当期純利益 ▲ 1,500 百万円

売上高  30,000 百万円

営業利益 ▲   950 百万円

経常利益 ▲ 1,000 百万円

当期純利益 ▲ 1,200 百万円
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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：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 5,948 6,386

受取手形及び売掛金 8,324 11,514

商品及び製品 3,342 3,363

仕掛品 6,045 4,868

原材料及び貯蔵品 940 1,038

その他 263 379

貸倒引当金 △73 △73

流動資産合計 24,791 27,478

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,011 1,046

土地 2,899 2,898

その他（純額） 1,592 1,396

有形固定資産合計 5,503 5,341

無形固定資産 300 244

投資その他の資産   

投資有価証券 990 1,161

長期貸付金 12 12

その他 323 233

貸倒引当金 △226 △123

投資その他の資産合計 1,099 1,282

固定資産合計 6,904 6,868

資産合計 31,695 34,347
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（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 3,779 5,771

短期借入金 1,631 1,434

未払法人税等 34 33

賞与引当金 285 282

製品保証引当金 10 14

その他 1,465 1,740

流動負債合計 7,206 9,276

固定負債   

社債 540 660

長期借入金 1,123 375

繰延税金負債 42 39

退職給付引当金 13,267 12,578

役員退職慰労引当金 260 249

その他 88 93

固定負債合計 15,322 13,996

負債合計 22,529 23,273

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,022 10,022

資本剰余金 1,347 1,347

利益剰余金 △1,009 828

自己株式 △40 △39

株主資本合計 10,320 12,159

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61 36

為替換算調整勘定 △1,216 △1,120

評価・換算差額等合計 △1,154 △1,084

純資産合計 9,166 11,074

負債純資産合計 31,695 34,347
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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：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 15,165 11,573

売上原価 11,776 9,742

売上総利益 3,389 1,831

販売費及び一般管理費 4,325 3,455

営業損失（△） △935 △1,624

営業外収益   

受取利息 18 2

受取配当金 25 50

不動産賃貸料 22 20

その他 33 36

営業外収益合計 100 110

営業外費用   

支払利息 25 27

為替差損 108 25

その他 26 8

営業外費用合計 160 60

経常損失（△） △996 △1,573

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 21 16

投資有価証券評価損 － 238

特別損失合計 21 254

税金等調整前四半期純損失（△） △1,017 △1,827

法人税、住民税及び事業税 10 10

過年度法人税等戻入額 △10 －

四半期純損失（△） △1,017 △1,838
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(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損失（△） △1,017 △1,827

減価償却費 410 343

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 106

賞与引当金の増減額（△は減少） △142 2

製品保証引当金の増減額（△は減少） △0 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 295 688

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 10

受取利息及び受取配当金 △43 △53

支払利息 25 27

為替差損益（△は益） 127 42

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 238

有形固定資産除却損 21 16

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △0

売上債権の増減額（△は増加） 4,460 3,298

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,014 △1,182

仕入債務の増減額（△は減少） △1,734 △1,995

未払消費税等の増減額（△は減少） △162 △110

その他 △336 △226

小計 △100 △627

利息及び配当金の受取額 43 53

利息の支払額 △25 △28

法人税等の支払額 △12 △22

営業活動によるキャッシュ・フロー △95 △624

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △401 △517

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △72 △70

投資有価証券の取得による支出 △217 △38

投資有価証券の売却による収入 － 0

固定資産の売却による収入 － 1

貸付けによる支出 △100 △2

貸付金の回収による収入 5 1

その他 28 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △758 △614
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（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   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △23

長期借入れによる収入 － 1,100

長期借入金の返済による支出 △315 △131

社債の償還による支出 △50 △120

リース債務の返済による支出 △0 △13

自己株式の取得による支出 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △367 810

現金及び現金同等物に係る換算差額 34 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,186 △438

現金及び現金同等物の期首残高 8,132 6,386

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,946 5,948

池上通信機㈱　（6771）　平成22年3月期　第２四半期決算短信

－11－



 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当社グループの事業区分は、情報通信機器の単一セグメントとしております。 
 この為、記載を省略しております。 
 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

ヨーロッパ

(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 12,440 1,966 758 15,165 － 15,165

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,774 13 4 1,792 (1,792) －

計 14,214 1,980 762 16,958 (1,792) 15,165

営業利益又は営業損失（△） 148 △51 △129 △32 (903) △935

 

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） 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円) 

ヨーロッパ

(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 9,700 1,224 648 11,573 － 11,573

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,048 18 8 1,075 (1,075) －

計 10,748 1,243 657 12,649 (1,075) 11,573

営業損失（△） △505 △88 △139 △734 (889) △1,624

(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. 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米   ……米国、カナダ 

(2) ヨーロッパ……イギリス、ドイツ 
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〔海外売上高〕 

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） 

 北米 ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,966 758 1,786 4,510

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 15,165

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
13.0 5.0 11.8 29.7

 

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） 

 北米 ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,224 648 544 2,418

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 11,573

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
10.6 5.6 4.7 20.9

 (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. 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

    (1) 北米    ……米国、カナダ 

(2) ヨーロッパ ……イギリス、ドイツ 

(3) その他の地域……韓国、中国 

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あります。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   該当事項はありません。 
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