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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 1,982 △20.0 △92 ― △82 ― △81 ―
21年3月期第3四半期 2,479 ― 286 ― 306 ― 159 ―

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3四半期 △16.97 ―
21年3月期第3四半期 32.70 ―

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3四半期 5,282 4,542 86.0 949.10
21年3月期 5,331 4,690 88.0 980.13

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,542百万円 21年3月期  4,690百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 10.00

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 2,710 △9.8 △88 ― △72 ― △59 ― △12.33

－ 1 －



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 
上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提
としているため、実際の業績は、今後様々な要因によって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。 

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3四半期 5,225,000株 21年3月期  5,225,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  439,151株 21年3月期  439,076株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 4,785,885株 21年3月期第3四半期 4,869,097株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外における各種経済対策の効果などを背景に、新
興国需要を中心とした輸出・生産が持ち直しに転じ、また、耐久消費財を中心に内需にも改善の動きがみ
られたものの、その水準は未だ低調であり、厳しい雇用情勢と所得環境が続くなか、デフレ懸念や為替相
場の急激な変動等もあり、景気の本格回復への道筋は依然不透明な状況にあります。 
当社グループの関連する情報家電業界は、エコポイント制度などを背景に、薄型テレビの需要が大幅な

増加を続けるなか、これに牽引される形でＢｌｕ-ｒａｙ Ｄｉｓｃ（以下、「ＢＤ」）関連製品の普及も
緩やかながら堅調に進んでいます。また、ＰＣ関連市場は、新ＯＳの発売を期に個人向けの機器需要を喚
起する形となりました。しかしながら、とりわけ光ディスク関連市場においては、ＣＤ・ＤＶＤ製品の需
要減少をＢＤで補うまでには至らず、全体として厳しい事業環境が継続しています。 
また、音楽映像業界においては、ＣＤ・ＤＶＤソフトの減少に加え、音楽配信の成長にも鈍化の動きが

見られ始めるなか、ＢＤソフトが着実な成長を続けるものの未だその規模は小さく、市場全体は厳しい状
況が続いています。 
このような状況のもと当社グループは、経費削減活動を含め生販一体となった営業努力を重ね、収益改

善に努めてまいりました。この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高19億82百万円（前年同
四半期比20.0％減）、営業損失92百万円、経常損失82百万円、四半期純損失81百万円となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
  

ディスク事業 
ディスク事業には、オーディオ・ビデオ機器やコンピュータ周辺機器等の規準及び調整用テストテー

プ、テストディスクの開発・製造・販売を行うテストメディア、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売
を行うクリエイティブメディア、ＤＶＤベリフィケーションラボラトリ及びＢＤテスティングセンターと
しての認証テスト及び各種ディスクの特性テスト受託等を行うテスティングが含まれます。 
テストメディアは、関連するＡＶ・ＰＣ・車載機器関連産業の需要が回復基調に転じ、期初来微増傾向

を維持していた売上が、下期に入り一転息切れし伸び悩みました。テストメディア市場の主要分野である
車載機器を始め、その他関連分野の需要回復に持続力はなく、また、テストＢＤの売上が伸び悩んでいる
ことなどから、一進一退の状況で推移しました。 
クリエイティブメディアは、音楽ソフト等の低迷が続くなか、積極且つ柔軟な営業活動と機動的な生産

対応力の発揮により受託の確保に努めてまいりました。その結果、ＣＤ及びＤＶＤ受託が好調に推移した
ことから、上期の売上低迷を補う形となり、前年同四半期を上回りました。 
テスティングは、顧客メーカーからの検査受託件数減少と受託規模の縮小などの影響から、売上は前年

同四半期を下回り低調な推移となりました。 
  
以上により、ディスク事業の売上高は18億40百万円（前年同四半期比22.4％減）となりました。 
  

その他事業 
子会社 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司 
中国国内を中心に各種工業炉用炉材など耐火材の売上が引き続き堅調を維持し、前年同四半期を上回っ

て推移しました。 
  
以上により、その他事業の売上高は1億42百万円（前年同四半期比30.2％増）となりました。 
  
所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 
  

日本 
国内は、ディスク事業の業績回復への道筋が険しく、売上高は18億41百万円（前年同四半期比22.3％

減）となりました。 
  

東アジア 
東アジアは、子会社である阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の業績が堅調に推移したことから、売上高

は1億41百万円（前年同四半期比29.6％増）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
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当第３四半期連結会計期間末における総資産はのれんの減少等により、前連結会計年度末と比較して49
百万円減少し、52億82百万円となりました。負債は仕入債務の増加等により98百万円増加し、７億39百万
円となりました。純資産は、配当金の支払及び四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少等により１億
48百万円減少し、45億42百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは76百万円となりました。これは主に

仕入債務の増加によるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは△80百万円となりました。これは主

に投資有価証券の取得による支出であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは△17百万円となりました。これは主

に配当金の支払によるものであります。 
以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は13億63百万円となりました。 

  

今後のわが国経済は、デフレ環境のもと雇用情勢の悪化や海外経済の下振れなど、景気下押しリスクの
懸念があるなかで、景気は当面横這いで推移しつつも、先行き不透明感を払拭できない状況が続くものと
見込まれます。 
この様な状況のもと当社グループの連結業績は、一進一退が続くテストメディアの売上が、低水準なが

らも下期計画値に対し微増で推移したことに加え、クリエイティブメディアのＣＤ・ＤＶＤ受託における
年末の受注増などが貢献し、第３四半期（10～12月期）ベースで33百万円の営業黒字となりました。 
これを受け、当社グループの通期連結業績予想は、これまでの業績成果を反映するとともに、残る第４

四半期も収支均衡をベースに概ね計画値どおり収益改善が進むものと見込んでおります。 
なお、平成21年10月20日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました通期連結業績

予想数値との差異は以下のとおりです。 
  

 
  

  

該当事項はありません。 
  

  
①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、当第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う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

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

前回発表予想（Ａ） 2,636 △111 △98 △65 △13.58

今回修正予想（Ｂ） 2,710 △88 △72 △59 △12.33

増減額（Ｂ－Ａ） 74 23 26 6 ─

増減率（％） 2.8% ─ ─ ─ ─

(ご参考)前期実績  
(平成21年３月)

3,003 107 104 4 0.89

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,568,995 1,587,161

受取手形及び売掛金 631,929 486,929

商品及び製品 93,811 126,777

仕掛品 69,295 66,751

原材料及び貯蔵品 114,081 130,155

その他 42,243 109,061

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,519,358 2,505,838

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,345,819 1,346,137

その他（純額） 537,396 588,267

有形固定資産合計 1,883,215 1,934,405

無形固定資産   

のれん 450,416 529,901

その他 18,462 32,125

無形固定資産合計 468,879 562,026

投資その他の資産 410,615 329,435

固定資産合計 2,762,710 2,825,867

資産合計 5,282,068 5,331,705
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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   

買掛金 155,454 95,409

短期借入金 80,000 26,000

未払法人税等 3,663 －

賞与引当金 39,024 78,867

その他 144,624 127,257

流動負債合計 422,766 327,533

固定負債   

退職給付引当金 271,179 263,611

その他 45,890 49,730

固定負債合計 317,069 313,341

負債合計 739,836 640,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 918,200 918,200

資本剰余金 871,580 871,580

利益剰余金 3,119,057 3,272,054

自己株式 △359,143 △359,117

株主資本合計 4,549,693 4,702,716

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,780 △3,425

為替換算調整勘定 △10,242 △8,460

評価・換算差額等合計 △7,461 △11,885

純資産合計 4,542,231 4,690,831

負債純資産合計 5,282,068 5,331,705
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,479,616 1,982,477

売上原価 1,454,705 1,354,020

売上総利益 1,024,910 628,457

販売費及び一般管理費 738,678 720,849

営業利益又は営業損失（△） 286,232 △92,392

営業外収益   

受取利息 970 3,342

受取配当金 2,290 1,162

為替差益 5,128 －

作業くず売却益 3,060 1,335

保険返戻金 11,427 1,326

その他 3,728 3,542

営業外収益合計 26,606 10,708

営業外費用   

支払利息 1,413 557

為替差損 － 271

保険解約損 4,925 144

その他 215 1

営業外費用合計 6,555 974

経常利益又は経常損失（△） 306,283 △82,658

特別利益   

貸倒引当金戻入額 91 －

投資有価証券売却益 3,216 －

特別利益合計 3,307 －

特別損失   

固定資産除却損 10,683 15

投資有価証券評価損 18,659 5,903

投資有価証券売却損 224 －

特別損失合計 29,567 5,918

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（△）

280,023 △88,577

法人税、住民税及び事業税 95,000 3,030

過年度法人税等 － 4,485

法人税等調整額 25,808 △14,884

法人税等合計 120,808 △7,369

四半期純利益又は四半期純損失（△） 159,215 △81,208
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

280,023 △88,577

減価償却費 82,867 81,191

のれん償却額 79,485 79,485

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,809 21,362

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,017 △39,843

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,101 7,568

受取利息及び受取配当金 △3,260 △4,504

支払利息 1,413 557

為替差損益（△は益） － 978

固定資産除却損 10,648 15

投資有価証券売却損益（△は益） △2,992 －

投資有価証券評価損益（△は益） 18,659 5,903

売上債権の増減額（△は増加） 22,997 △149,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,024 46,230

仕入債務の増減額（△は減少） △5,197 60,200

その他 30,627 58,127

小計 460,142 79,503

利息及び配当金の受取額 3,260 4,400

利息の支払額 △1,413 △557

法人税等の支払額 △74,272 △6,467

営業活動によるキャッシュ・フロー 387,717 76,879

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 △200,000 △5,243

投資有価証券の取得による支出 △50,191 △50,000

投資有価証券の売却による収入 5,692 －

有形固定資産の取得による支出 △138,245 △15,674

ビデオグラム権の取得による支出 － △21,953

保険積立金の解約による収入 201,965 13,102

その他 353 △506

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,426 △80,275

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） 70,000 54,000

自己株式の取得による支出 △12,348 △26

配当金の支払額 △121,803 △71,788

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,151 △17,814

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,139 △23,410

現金及び現金同等物の期首残高 1,247,943 1,387,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,391,083 1,363,751
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（単位：百万円） 

 
  

※ テストテープ他には、テストＭＤ及びアライメントディスクを含んでおります。 

※ テストＢＤには、テストＨＤ ＤＶＤを含んでおります。 

※ 金額は単位未満を切捨てて表示しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

  ○ 製品別売上高

前年同四半期  
(平成21年３月期 

第３四半期)

当四半期 
(平成22年３月期 
第３四半期)

平成22年３月期 
(当期予想)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

テストメディア テストＣＤ 439 17.7% 219 11.1% 300 11.1%

テストＤＶＤ 390 15.7% 259 13.1% 337 12.4%

記録型テストＣＤ 120 4.9% 82 4.2% 108 4.0%

記録型テストＤＶＤ 140 5.7% 69 3.5% 95 3.5%

テストＢＤ 167 6.7% 95 4.8% 134 5.0%

テストテープ他 38 1.6% 14 0.7% 18 0.7%

小計 1,297 52.3% 741 37.4% 994 36.7%

クリエイティブメディア ＣＤ 518 20.9% 529 26.7% 709 26.2%

ＤＶＤ 376 15.2% 411 20.7% 563 20.8%

その他 151 6.1% 141 7.2% 182 6.7%

小計 1,047 42.2% 1,082 54.6% 1,455 53.7%

テスティング 25 1.1% 16 0.8% 23 0.9%

ディスク事業計 2,370 95.6% 1,840 92.8% 2,473 91.3%

その他事業 109 4.4% 142 7.2% 236 8.7%

合計 2,479 100.0% 1,982 100.0% 2,710 100.0%
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