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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

22年3月期 3,563 △29.4 △507 ― △423 ― △435 ―
21年3月期 5,049 △36.0 △593 ― △566 ― △1,258 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △104.64 ― △7.4 △5.0 △14.3
21年3月期 △302.09 ― △17.9 △5.7 △11.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 8,110 5,635 69.5 1,352.88
21年3月期 8,763 6,129 69.9 1,471.27

（参考） 自己資本   22年3月期  5,635百万円 21年3月期  6,129百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 43 △158 △321 1,095
21年3月期 553 △218 △345 1,522

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 104 ― 1.5
22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 41 ― 0.7
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 10.00 10.00 83.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

2,100 19.4 △50 ― △10 ― △20 ― △4.80

通期 4,500 26.3 40 ― 60 ― 50 ― 12.00



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」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 有
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 4,191,801株 21年3月期 4,191,801株
② 期末自己株式数 22年3月期  26,190株 21年3月期  25,790株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

22年3月期 3,294 △29.2 △436 ― △171 ― △177 ―
21年3月期 4,656 △37.1 △586 ― △576 ― △1,248 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △42.58 ―
21年3月期 △299.63 ―

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 7,600 5,159 67.9 1,238.63
21年3月期 8,000 5,412 67.6 1,299.09

（参考） 自己資本 22年3月期  5,159百万円 21年3月期  5,412百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 

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

第2四半期 
累計期間

1,900 14.9 △50 ― △10 ― △20 ― △4.80

通期 4,100 24.4 50 ― 70 ― 60 ― 14.40



(1）経営成績に関する分析 

 ①当連結会計年度の概況  

 当連結会計年度における世界経済は、一昨年秋以降の金融危機に端を発した景気後退局面が続いており、新興国な

ど一部に成長は見られるものの、本格的な回復には依然として厳しい状況が続いております。  

 わが国経済におきましても、政府の景気刺激策等により、一部の業種に底打ちの兆しが見られたものの、円高とデ

フレが企業業績の先行きに不透明感を与え、設備投資の凍結や先送り、生産調整などが継続され、極めて厳しい事業

環境となっております。 

 このような経済環境の中、当社グループが関連する業界におきましては、引き続き設備投資が抑制されており、Ｄ

ＶＤ関連機器は好調に推移したものの、主力のデジタル放送関連は国内、米国とも低迷し、また民生家電、ワンセグ

放送関連の設備需要も停滞したことから、売上は大幅に減少いたしました。 

 損益面につきましても、引き続き原価低減と人件費及び経費の削減に当社グループ挙げて取り組んでまいりました

が、売上の大幅な減少をカバーしきれず損失の計上となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,563百万円（前年同期比29.4%減）、経常損失423百万円（前年同期は566

百万円の経常損失）、当期純損失435百万円（前年同期は1,258百万円の当期純損失）となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績につきましては、当社グループの事業が電気計測器の製造、販売及び修理を行う

単一のセグメントに基づいておりますために、開示しておりません。 

 これに代わる品目別の業績は下記のとおりであります。 

 ＜ビデオ関連機器＞ 

 景気低迷により、引き続き設備投資が抑制され、放送関連は国内、米国とも売上が停滞いたしました。 

 また、その他の国内設備関連も需要が著しく停滞いたしました。 

 この結果、売上高は1,948百万円（前年同期比38.2%減）となりました。 

 ＜電波関連機器＞ 

 デジタル放送関連機器、ワンセグ放送関連機器ともに設備投資の抑制により売上は減少いたしました。 

 この結果、売上高は539百万円（前年同期比48.4%減）となりました。 

 ＜汎用計測機器＞ 

 ＤＶＤ関連の設備需要が好調に推移し、またブルーレイディスク関連にも動きが見られたことから、売上は大

きく増加いたしました。 

 他方、基本計測器の売上は引き続き低迷しております。 

 この結果、売上高は755百万円（前年同期比63.0%増）となりました。 

 ＜その他＞ 

 修理・部品等であり、特記すべき事項はありません。 

 この結果、売上高は318百万円（前年同期比17.4%減）となりました。 

②次期の見通し  

 次期の見通しにつきましては、世界経済は新興国において成長が見込まれており、また米国におきましても改善の

兆しが見えはじめていることから、緩やかな回復基調で推移すると思われます。 

 このような中、当社グループが関連するエレクトロニクス業界におきましては、全般的には設備投資など厳しい環

境が続くと思われますが、一部半導体をはじめとする電子部品関連では設備投資意欲が活発になりつつあります。ま

た、今後のアナログ放送停波に向けてブルーレイディスクを含むデジタル家電の本格的な普及が見込め、さらには地

上デジタル放送受信工事のための設備需要にも期待しております。 

 当社グループは引き続き、話題の３Ｄ映像関連機器など得意とするデジタル放送関連に加え、米国ハリウッドにお

ける映画産業のハイビジョン化に対応する製品開発に注力してまいります。 

 これらにより平成23年３月期の通期業績予想を、売上高4,500百万円（前年同期比26.3％増）、経常利益60百万

円、当期純利益50百万円と見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析）  

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ653百万円減少し、8,110百万円となりました。減少の主な

要因は、現金及び預金が391百万円減少したことによります。  

 負債合計は前連結会計年度末に比べ159百万円減少し、2,474百万円となりました。減少の主な要因は、短期借入金

が84百万円減少したことなどによるものであります。  

 純資産は、5,635百万円となり、自己資本比率は0.4ポイント減少し、69.5％となりました。  

１．経営成績



 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ427百万円減

少して、1,095百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は43百万円（前年同期比92.2％減）となりました。 

 これは主に税金等調整前当期純損失が422百万円となったものの、減価償却費269百万円、たな卸資産の減少172百

万円、および仕入債務の増加149百万円による資金増加があったことなど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）  

 投資活動の結果使用した資金は158百万円（前年同期比27.7％減）となりました。 

 これは主に固定資産の取得による支出105百万円によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は321百万円（前年同期比6.8％減）となりました。 

 これは主に配当金の支払額104百万円によるものであります。  

 次年度につきましては、引き続き利益の創出と売上債権、たな卸資産の圧縮による積極的な営業キャッシュ・フロ

ーの創出に努め、バランスシートの一層の効率化を推進する所存であります。  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３) キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

(注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(注５) 平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キ

ャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分につきましては、今後の経営環境及び業績等を勘案しつつ株主還元を重視し、配当性向も考慮した

継続的な安定配当を行うことを基本方針といたしております。 

 内部留保された資金の使途につきましては、今後の事業の成長及び強化をはかるため研究開発を中心に有効な投資

をしてまいりたいと考えております。 

 当期の期末配当金は、すでに10月16日に公表のとおり１株につき10円を予定しております。 

 また、次期の年間配当予想につきましては、１株につき10円を予定しております。 

(4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成21年６月29日開示）における記載から新たに顕在化した、速やかに伝達すべきリスク

はありませんので記載を省略しております。 

  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  70.8  69.9  69.5

時価ベースの自己資本比率（％）  37.4  22.3  25.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  1.2  11.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  42.7  4.2



  当社グループ（当社及び関係会社。）は、当社（リーダー電子株式会社）、連結子会社２社及び非連結子会社１社よ

り構成されております。当社グループは、電気計測器の専門メーカーであり、特にテレビ等の映像関連分野を得意と

し、民生電子機器メーカーの生産用自動化、省力化計測器やメンテナンス用の計測器など、多岐にわたる電気計測器の

製造、販売を主な事業としております。  

  連結子会社であるリーダー・インスツルメンツ・コーポレーション（米国法人）は米国、リーダー・インスツルメン

ツ・ホンコン・リミテッド（香港法人）は香港・中国市場における販売活動を行っております。 

 以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況



 当社及び連結子会社は、当社の下記経営方針を共有し、グループ全体の利益の増進と経営の効率化を目指しておりま

す。 

 (1）会社の経営の基本方針 

 当社はグローバル企業として永続的な成長と発展に努力を重ね、適正な利益を確保し、当社の株主・顧客・社員及

び地域社会等の全てに対し、社会的責任を果たしてまいります。 

・エレクトロニクスの技術革新に対して、大胆かつ果敢に挑戦し、他の追随を許さない独自の計測技術を確立して

計測器のリーディングカンパニーを目指します。 

・遵法精神に基づく企業統治の充実に努力し、さらに安全保障輸出管理、環境保全活動等、社会的責任を果たして

まいります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは「売上高経常利益率１２％以上」を安定的に確保することを目標としております。 

 しかしながら今期は著しく業績が低迷いたしました。今後はこうした状況を打開すべく、得意とするデジタル放送

関連などの新製品開発に注力するとともに、徹底した経費削減に取り組み、経営効率を高め、目標とする経営指標の

達成に取り組んでまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は創立以来、電気計測器の専門メーカーであり、特に映像関連分野を得意とし、放送局のデジタル化及び映画

産業のハイビジョン化とマルチメディア市場に特化した製品に注力しております。 

 当社はこれらを踏まえ、経営基盤の安定を 重要課題ととらえ、競争力の強化と利益体質の構築をはかるべく、引

き続き売上高の確保と原価低減に取り組んでまいります。 

 また、顧客満足を第一に、きめ細やかな営業展開をすることにより、経営効率の改善をはかってまいります。 

 さらに、激しい技術革新と厳しい市場競争のなか、当社はその優位性を確保するため、以下の施策を重点項目とし

て経営を進めてまいります。 

①デジタル技術への特化  

 デジタル放送、その他のマルチメディア関連等、ますます進化するデジタル技術に特化して製品開発、販売体制

を構築してまいります。 

②徹底した経営効率の改善  

 開発投資を優先しながらも、徹底した経費の抑制をはかるとともに、社内情報ネットワークの構築による情報の

共有化等により効率の良い経営体制を構築してまいります。  

(4）会社の対処すべき課題 

 中長期的な経営戦略に基づき、市場の変化に柔軟に対応し、健全な利益を確保できる企業体質を確立するため、以

下の施策に継続して取り組んでまいります。 

 ①営業面では、デジタル放送の世界的な展開に即応できるよう、国内はもとより米国、欧州、アジアを含めたグロ

ーバルな販売体制を強化してまいります。 

  また、アナログ放送の停波に向けてブルーレイディスクを含むデジタル家電市場に営業活動を注力してまいりま

す。 

 ②開発面では、得意とする映像関連分野において、放送局のデジタル化および映画産業のハイビジョン化の急速な

進展に対し、 先端のデジタル技術で適切に対応できるよう、研究開発への投資を維持し、さらに開発体制の効率

化をはかってまいります。 

 ③生産面では、徹底的な生産性の向上と原価低減をはかるとともに、より一層の納期短縮と品質の確保を目指し、

顧客満足を追求してまいります。 

 ④資金面では、翌連結会計年度を通じて必要な資金は、すでに当社グループの手元資金で確保しておりますが、こ

れに加えて資産の効率的な活用をさらに促進してまいります。 

 ⑤グローバル企業として社会的責任を果たすため、内部管理体制を強化し、コンプライアンスの徹底と環境保全活

動の推進をはかってまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備の状況」の記載事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,476,617 3,085,459

受取手形及び売掛金 935,771 1,036,103

商品及び製品 473,519 259,988

仕掛品 123,248 215,195

原材料及び貯蔵品 393,508 344,769

前渡金 － 1,430

前払費用 37,850 33,446

未収還付法人税等 51,787 560

その他 49,592 23,684

貸倒引当金 △1,255 △2,239

流動資産合計 5,540,640 4,998,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,152,645 2,153,531

減価償却累計額 △995,817 △1,054,844

建物及び構築物（純額） 1,156,828 1,098,686

機械装置及び運搬具 179,942 177,727

減価償却累計額 △152,318 △157,555

機械装置及び運搬具（純額） 27,623 20,171

工具、器具及び備品 1,773,385 1,711,915

減価償却累計額 △1,557,362 △1,566,740

工具、器具及び備品（純額） 216,023 145,175

土地 984,874 985,338

リース資産 183,788 176,931

減価償却累計額 △53,012 △94,628

リース資産（純額） 130,776 82,302

建設仮勘定 7,024 21,378

有形固定資産合計 2,523,151 2,353,053

無形固定資産 290,812 291,830

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  219,898 ※  277,644

長期貸付金 9,466 15,384

長期前払費用 430 －

生命保険積立金 161,017 159,657

その他 19,680 16,709

貸倒引当金 △1,887 △2,635

投資その他の資産合計 408,606 466,760

固定資産合計 3,222,569 3,111,644

資産合計 8,763,210 8,110,043



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 325,062 476,486

短期借入金 350,000 266,000

リース債務 53,330 43,526

未払費用 87,396 65,529

未払法人税等 － 13,231

繰延税金負債 5,240 1,206

賞与引当金 145,611 77,802

その他 93,949 111,452

流動負債合計 1,060,591 1,055,234

固定負債   

長期借入金 300,000 220,000

リース債務 90,557 47,039

繰延税金負債 － 11,575

退職給付引当金 1,063,793 1,018,812

その他 118,927 121,791

固定負債合計 1,573,278 1,419,218

負債合計 2,633,870 2,474,453

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,163,233 1,163,233

資本剰余金 1,272,297 1,272,297

利益剰余金 4,041,375 3,501,319

自己株式 △30,986 △31,244

株主資本合計 6,445,919 5,905,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,246 10,157

為替換算調整勘定 △297,332 △280,172

評価・換算差額等合計 △316,579 △270,015

純資産合計 6,129,339 5,635,590

負債純資産合計 8,763,210 8,110,043



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,049,679 3,563,057

売上原価 ※1  2,754,905 ※1  1,914,086

売上総利益 2,294,773 1,648,971

販売費及び一般管理費   

販売促進費 69,943 31,089

広告宣伝費 43,732 22,292

給料 720,846 576,462

賞与 83,700 16,887

賞与引当金繰入額 55,066 28,739

退職給付費用 84,315 84,741

研究開発費 ※2  1,120,986 ※2  852,960

減価償却費 111,970 106,562

貸倒引当金繰入額 － 1,687

その他 597,710 435,359

販売費及び一般管理費合計 2,888,272 2,156,782

営業損失（△） △593,498 △507,810

営業外収益   

受取利息 24,483 12,499

受取配当金 6,492 3,028

保険配当金 2,847 152

受取家賃 11,228 10,780

助成金収入 － 64,373

その他 10,643 10,272

営業外収益合計 55,694 101,106

営業外費用   

支払利息 13,038 10,594

為替差損 13,404 4,304

売上割引 1,876 768

その他 95 929

営業外費用合計 28,414 16,596

経常損失（△） △566,218 △423,300

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,739 －

固定資産売却益 ※3  4,786 ※3  5,813

特別利益合計 14,525 5,813

特別損失   

固定資産売却損 ※4  227 ※4  1,955

固定資産除却損 ※5  3,024 ※5  2,643

投資有価証券評価損 108,734 －

会員権評価損 1,790 250

特別損失合計 113,776 4,848

税金等調整前当期純損失（△） △665,469 △422,335

法人税、住民税及び事業税 22,324 12,976

法人税等調整額 570,967 592

法人税等合計 593,292 13,569

当期純損失（△） △1,258,761 △435,905



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,163,233 1,163,233

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,163,233 1,163,233

資本剰余金   

前期末残高 1,272,297 1,272,297

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,272,297 1,272,297

利益剰余金   

前期末残高 5,508,600 4,041,375

当期変動額   

剰余金の配当 △208,463 △104,150

当期純損失（△） △1,258,761 △435,905

当期変動額合計 △1,467,225 △540,055

当期末残高 4,041,375 3,501,319

自己株式   

前期末残高 △28,030 △30,986

当期変動額   

自己株式の取得 △2,955 △257

当期変動額合計 △2,955 △257

当期末残高 △30,986 △31,244

株主資本合計   

前期末残高 7,916,100 6,445,919

当期変動額   

剰余金の配当 △208,463 △104,150

当期純損失（△） △1,258,761 △435,905

自己株式の取得 △2,955 △257

当期変動額合計 △1,470,181 △540,313

当期末残高 6,445,919 5,905,606



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,309 △19,246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,937 29,403

当期変動額合計 △16,937 29,403

当期末残高 △19,246 10,157

為替換算調整勘定   

前期末残高 △17,362 △297,332

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △279,970 17,159

当期変動額合計 △279,970 17,159

当期末残高 △297,332 △280,172

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △19,672 △316,579

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296,907 46,563

当期変動額合計 △296,907 46,563

当期末残高 △316,579 △270,015

純資産合計   

前期末残高 7,896,428 6,129,339

当期変動額   

剰余金の配当 △208,463 △104,150

当期純損失（△） △1,258,761 △435,905

自己株式の取得 △2,955 △257

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △296,907 46,563

当期変動額合計 △1,767,088 △493,749

当期末残高 6,129,339 5,635,590



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △665,469 △422,335

減価償却費 297,196 269,382

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,481 △45,050

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,336 △67,809

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,500 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,041 1,719

受取利息及び受取配当金 △30,976 △15,527

支払利息 13,038 10,594

為替差損益（△は益） 3,319 3,522

保険配当金 △2,847 △152

投資有価証券評価損益（△は益） 108,734 －

会員権評価損 1,790 250

固定資産売却損益（△は益） △4,558 △3,858

固定資産除却損 3,024 2,643

売上債権の増減額（△は増加） 1,424,028 △92,526

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,080 172,408

仕入債務の増減額（△は減少） △511,661 149,667

その他の負債の増減額（△は減少） △82,582 △8,523

その他 △14,664 32,232

小計 507,057 △13,362

利息及び配当金の受取額 31,956 15,517

利息の支払額 △12,949 △10,365

法人税等の支払額 △67,697 △14,817

法人税等の還付額 94,899 66,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 553,267 43,322

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 △36,730 △36,845

有形固定資産の取得による支出 △75,809 △45,156

有形固定資産の売却による収入 7,799 7,842

無形固定資産の取得による支出 △122,901 △60,013

投資有価証券の取得による支出 － △21,400

貸付けによる支出 － △19,108

貸付金の回収による収入 12,188 11,708

その他 △3,496 4,597

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,951 △158,375

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） － △84,000

リース債務の返済による支出 △53,592 △52,990

長期借入金の返済による支出 △80,000 △80,000

自己株式の取得による支出 △2,955 △257

配当金の支払額 △208,463 △104,150

財務活動によるキャッシュ・フロー △345,012 △321,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 △173,852 8,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △184,549 △427,818

現金及び現金同等物の期首残高 1,707,498 1,522,949

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,522,949 ※  1,095,130



 該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社は、リーダー・インスツルメンツ・コー

ポレーション及びリーダー・インスツルメンツ・ホン

コン・リミテッド２社であります。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）         同左 

(2）非連結子会社１社（リーダー交易㈱）については、

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金の持分額

等が、連結総資産、連結売上高、連結純損益及び利益

剰余金等に比して小規模であり、また、全体としても

連結財務諸表に重要な影響を与えないため、連結の範

囲から除外しております。 

(2）         同左 

２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社１社（リーダー交易㈱）については、当

期純損益及び利益剰余金の持分額等が連結純損益及び利

益剰余金等に比して小規模であり、また、全体としても

連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法を適

用せず、原価法によって評価しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社２社はすべて決算日が12月31日でありま

す。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、各連結子会社の事

業年度の財務諸表を使用しておりますが、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法 

 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

  

・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。  

② たな卸資産 

同左 

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「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

公表分）を適用しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失は、それぞれ4,312千円増加しておりま

す。  

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に

記載しております。  

──────  



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は、定率法によっております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法によっております。また、

連結子会社は定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物       ３～50年 

機械装置及び運搬具     ７～10年 

工具、器具及び備品     ２～20年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

（追加情報） 

 当社の機械装置の耐用年数については、当連結会計

年度より、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、従来の10～12年から７～10年に変更しておりま

す。 

 これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失は、それぞれ2,089千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記

載しております。 

────── 

  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウエアについては利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

③ リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 当社は、従業員に支給する賞与に充てるため、当

連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 役員賞与引当金 

 当社は、役員賞与の支出に備えるため、当連結会

計年度における支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

③ 役員賞与引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

  

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 

平成20年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失に与える影響はありません。 



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(4）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限が到来する短期投資からなっております。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い 

  当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

  当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

────── 

  

２．リース取引に関する会計基準 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前

連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額

として取得したものとしてリース資産を計上する方法に

よっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。  

────── 



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ325,299千円、321,773

千円、406,370千円であります。  

────── 

   

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

※  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式) 千円3,442 投資有価証券（株式) 千円3,442

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

千円 4,312

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

千円 7,456

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 千円1,120,986 一般管理費に含まれる研究開発費 千円852,960

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 千円18

工具、器具及び備品  4,767

計  4,786

工具、器具及び備品 千円3,919

土地  1,894

計  5,813

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 千円227 機械装置及び運搬具 千円592

工具、器具及び備品  1,363

計  1,955

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円685

機械装置及び運搬具  125

工具、器具及び備品  2,214

計  3,024

建物及び構築物 千円411

工具、器具及び備品  2,231

計  2,643



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加3,264株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,191,801  －  －  4,191,801

合計  4,191,801  －  －  4,191,801

自己株式         

普通株式（注）  22,526  3,264  －  25,790

合計  22,526  3,264  －  25,790

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  208,463  50 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  104,150 利益剰余金  25 平成21年３月31日 平成21年６月29日



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加400株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略いたします。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略いたします。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,191,801  －  －  4,191,801

合計  4,191,801  －  －  4,191,801

自己株式         

普通株式（注）  25,790  400  －  26,190

合計  25,790  400  －  26,190

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  104,150  25 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  41,656 利益剰余金  10 平成22年３月31日 平成22年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在) （平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 千円3,476,617

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
 △1,953,668

現金及び現金同等物  1,522,949

現金及び預金勘定 千円3,085,459

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
 △1,990,329

現金及び現金同等物  1,095,130

 ２．重要な非資金取引の内容 

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

196,418千円であります。  

──────  

（リース取引関係）

（金融商品関係）



前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について108,734千円減損処理を行っておりま

す。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って

おります。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度（平成22年３月31日） 

その他有価証券 

 （注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 17,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  21,698  39,233  17,535

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  21,698  39,233  17,535

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式  45,030  43,567  △1,463

(2）債券  －  －  －

(3）その他  151,973  116,655  △35,318

小計  197,004  160,222  △36,781

合計  218,702  199,456  △19,246

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  17,000

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  83,591  111,166  27,575

(2）債券  －  －  －

(3）その他  10,252  10,320  67

小計  93,843  121,486  27,642

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式  4,538  2,595  △1,942

(2）債券  －  －  －

(3）その他  141,720  133,120  △8,600

小計  146,259  135,716  △10,543

合計  240,102  257,202  17,099



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平

成22年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。さらに全

国電子情報技術産業厚生年金基金に加盟しております。また、海外連結子会社においては、確定拠出型の企業

年金制度を設けております。 

 なお、当社は簡便法により、退職給付債務を計上しております。 

 また、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。 

     (1）制度全体の積立状況に関する事項 

    (2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

 前連結会計年度  0.51％（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 当連結会計年度  0.46％（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

    (3）補足説明 

     上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高21,468百万円であります。本制度に 

    おける過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

 （注）確定拠出型の企業年金制度を採用している海外連結子会社の掛金拠出額については、退職給付費用として処理し

ております。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

  
  

前連結会計年度
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

年金資産の額 百万円 194,286 百万円 165,146

年金財政計算上の給付債務の額  226,155  203,202

差引額  △31,868  △38,056

  
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度

（平成22年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円） 

(2）年金資産（千円） 

(3）退職給付引当金   (1)＋(2）（千円） 

△1,409,236

345,443

△1,063,793

△1,394,857

376,044

△1,018,812

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

退職給付費用（千円）  164,674  143,744

（ストック・オプション等関係）



（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産   

退職給付引当金 千円430,434

長期未払金  44,403

会員権評価損  31,909

減損損失  40,847

未実現利益  16,744

賞与引当金  59,118

たな卸資産  20,176

投資有価証券評価損  2,289

減価償却費  31,832

税務上の繰越欠損金  295,708

その他  13,281

小計  986,748

評価性引当額   △979,529

繰延税金資産合計  7,218

繰延税金負債   

減価償却費   千円△7,737

未収事業税  △4,721

繰延税金負債合計  △12,458

繰延税金負債の純額 千円△5,240

繰延税金資産   

退職給付引当金 千円413,468

長期未払金  44,403

会員権評価損  32,011

減損損失  40,221

未実現利益  4,644

賞与引当金  31,587

たな卸資産  22,515

投資有価証券評価損  2,289

減価償却費  26,515

税務上の繰越欠損金  428,258

未払事業税   1,901

その他  8,687

小計  1,056,505

評価性引当額  △1,056,505

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 千円△6,942

減価償却費   △4,632

未収事業税  △1,206

繰延税金負債合計  △12,781

繰延税金負債の純額 千円△12,781

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動負債－繰延税金負債 千円5,240 流動負債－繰延税金負債 千円1,206

固定負債－繰延税金負債 千円11,575

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるため、記載しておりません。 

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるため、記載しておりません。 



 当社グループの事業は電気計測器の製造、販売及び修理を行っており、単一のセグメントに基づいておりま

す。このため事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。 

 近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ………米国 

(2）アジア………香港 

３．日本におけるセグメント間の内部売上高は、親会社から海外販売子会社に対する製品売上高であります。 

４．会計方針の変更 

 当連結会計年度より「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日公表

分）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」の営業費用は4,312千円増加し、営業損失が同

額増加しております。  

５．追加情報 

 当社の機械装置の耐用年数については、当連結会計年度より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、

従来の10～12年から７～10年に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて「日本」の営業費用は2,089千円増加し、営業損失が同

額増加しております。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

    
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
アジア
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

  売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  3,932,020  1,004,744  112,914  5,049,679  －  5,049,679

(2）セグメント間の内部売上高  724,136  －  639  724,776 (724,776)  －

  計  4,656,157  1,004,744  113,554  5,774,455 (724,776)  5,049,679

  営業費用  5,242,935  1,004,637  128,936  6,376,509 (733,331)  5,643,178

  営業損益  △586,778  106  △15,382  △602,053 (△8,554)  △593,498

Ⅱ 資産  8,000,088  443,380  751,540  9,195,010 (431,799)  8,763,210



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ………米国 

(2）アジア………香港 

３．日本におけるセグメント間の内部売上高は、親会社から海外販売子会社に対する製品売上高であります。 

 近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ………米国 

(2）アジア………中国、香港、台湾、韓国、マレーシア他 

(3）その他………ヨーロッパ、南アメリカ他 

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。 

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 ………米国 

(2）アジア………中国、香港、台湾、韓国、マレーシア他 

(3）その他………ヨーロッパ、南アメリカ他 

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。 

    
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
アジア
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

  売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,961,544  568,552  32,960  3,563,057  －  3,563,057

(2）セグメント間の内部売上高  333,280  －  197  333,478 (333,478)  －

  計  3,294,825  568,552  33,157  3,896,536 (333,478)  3,563,057

  営業費用  3,731,746  638,717  65,690  4,436,154 (365,286)  4,070,868

  営業損益  △436,920  △70,165  △32,532  △539,618 (△31,807)  △507,810

Ⅱ 資産  7,600,903  397,575  534,198  8,532,677 (422,633)  8,110,043

ｃ．海外売上高

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,004,744  720,466  193,377  1,918,587

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  5,049,679

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  19.9  14.3  3.8  38.0

  北米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  568,552  356,767  80,147  1,005,468

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  3,563,057

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  16.0  10.0  2.2  28.2



決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略いたします。  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。  

 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

（企業結合等）

（賃貸等不動産関係）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭1,471 27

１株当たり当期純損失金額       302円09銭

１株当たり純資産額 円 銭1,352 88

１株当たり当期純損失金額 円 銭104 64

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純損失（千円）  1,258,761  435,905

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  1,258,761  435,905

期中平均株式数（千株）  4,166  4,165

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,792,316 2,575,842

受取手形 191,599 309,716

売掛金 ※  636,900 ※  637,957

商品及び製品 336,630 160,291

仕掛品 123,248 215,195

原材料及び貯蔵品 393,508 344,769

前渡金 － 1,430

前払費用 23,697 25,307

未収還付法人税等 47,370 －

その他 46,014 20,967

貸倒引当金 △166 △193

流動資産合計 4,591,118 4,291,283

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,956,158 1,955,491

減価償却累計額 △872,860 △924,409

建物（純額） 1,083,297 1,031,082

構築物 60,357 60,357

減価償却累計額 △37,224 △41,193

構築物（純額） 23,133 19,164

機械及び装置 170,622 171,560

減価償却累計額 △148,380 △154,913

機械及び装置（純額） 22,241 16,647

車両運搬具 184 184

減価償却累計額 △178 △180

車両運搬具（純額） 5 3

工具、器具及び備品 1,681,472 1,629,870

減価償却累計額 △1,489,867 △1,500,518

工具、器具及び備品（純額） 191,604 129,351

土地 932,922 932,775

リース資産 177,954 171,028

減価償却累計額 △48,333 △89,352

リース資産（純額） 129,621 81,676

建設仮勘定 7,024 21,378

有形固定資産合計 2,389,851 2,232,080

無形固定資産   

特許権 96,580 94,151

商標権 10,781 10,145

ソフトウエア 63,725 97,378

ソフトウエア仮勘定 59,783 35,329

電話加入権 1,544 1,544

リース資産 10,920 6,279

無形固定資産合計 243,337 244,829



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 216,456 274,202

関係会社株式 372,472 372,472

出資金 210 210

従業員に対する長期貸付金（純額） 8,771 13,365

破産更生債権等 1,885 2,632

長期前払費用 430 －

会員権 2,580 2,330

生命保険積立金 161,017 159,657

その他 13,845 10,475

貸倒引当金 △1,887 △2,635

投資その他の資産合計 775,781 832,710

固定資産合計 3,408,970 3,309,619

資産合計 8,000,088 7,600,903

負債の部   

流動負債   

支払手形 258,043 408,429

買掛金 56,163 60,849

短期借入金 270,000 186,000

1年内返済予定の長期借入金 80,000 80,000

リース債務 52,990 43,208

未払金 57,479 78,103

未払費用 76,446 61,100

未払法人税等 － 13,231

繰延税金負債 4,721 －

前受金 990 1,336

預り金 10,688 9,839

賞与引当金 145,611 77,802

その他 8,761 7,911

流動負債合計 1,021,897 1,027,813

固定負債   

長期借入金 300,000 220,000

リース債務 89,809 46,600

退職給付引当金 1,057,448 1,018,111

長期預り保証金 9,560 12,424

長期未払金 109,367 109,367

繰延税金負債 － 6,942

固定負債合計 1,566,185 1,413,446

負債合計 2,588,083 2,441,259



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,163,233 1,163,233

資本剰余金   

資本準備金 1,272,297 1,272,297

資本剰余金合計 1,272,297 1,272,297

利益剰余金   

利益準備金 63,961 63,961

その他利益剰余金   

別途積立金 3,000,000 3,000,000

繰越利益剰余金 △37,252 △318,761

利益剰余金合計 3,026,708 2,745,200

自己株式 △30,986 △31,244

株主資本合計 5,431,252 5,149,486

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,246 10,157

評価・換算差額等合計 △19,246 10,157

純資産合計 5,412,005 5,159,643

負債純資産合計 8,000,088 7,600,903



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※1  4,656,157 ※1  3,294,825

売上原価   

製品期首たな卸高 226,952 336,630

当期製品製造原価 2,530,589 1,471,413

当期製品仕入高 275,079 186,054

合計 3,032,621 1,994,097

製品期末たな卸高 ※2  336,630 ※2  160,291

製品売上原価 2,695,991 1,833,806

売上総利益 1,960,165 1,461,019

販売費及び一般管理費   

販売促進費 58,013 26,344

広告宣伝費 39,171 20,617

印刷費 31,995 16,383

給料 537,927 447,194

賞与 76,131 14,076

賞与引当金繰入額 55,066 28,739

退職給付費用 81,992 64,974

福利厚生費 88,470 68,347

地代家賃 34,331 23,397

減価償却費 93,114 90,879

貸倒引当金繰入額 － 775

研究開発費 ※3  1,120,986 ※3  852,960

その他 329,741 243,247

販売費及び一般管理費合計 2,546,944 1,897,939

営業損失（△） △586,778 △436,920

営業外収益   

受取利息 10,094 8,689

受取配当金 5,574 ※1  191,548

受取家賃 7,501 6,799

助成金収入 － 64,373

保険配当金 2,847 152

雑収入 9,939 9,802

営業外収益合計 35,957 281,366

営業外費用   

支払利息 12,913 10,371

売上割引 1,876 768

為替差損 10,411 4,222

雑損失 95 929

営業外費用合計 25,296 16,291

経常損失（△） △576,117 △171,845

特別利益   

固定資産売却益 ※4  2,473 ※4  3,903

貸倒引当金戻入額 12,687 －

特別利益合計 15,160 3,903



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 － ※5  1,363

固定資産除却損 ※5  3,006 ※6  1,674

投資有価証券評価損 108,734 －

会員権評価損 1,790 250

特別損失合計 113,530 3,287

税引前当期純損失（△） △674,487 △171,229

法人税、住民税及び事業税 16,717 10,849

法人税等調整額 557,335 △4,721

法人税等合計 574,052 6,128

当期純損失（△） △1,248,540 △177,357



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,163,233 1,163,233

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,163,233 1,163,233

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,272,297 1,272,297

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,272,297 1,272,297

資本剰余金合計   

前期末残高 1,272,297 1,272,297

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,272,297 1,272,297

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 63,961 63,961

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 63,961 63,961

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,000,000 3,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000,000 3,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,419,751 △37,252

当期変動額   

剰余金の配当 △208,463 △104,150

当期純損失（△） △1,248,540 △177,357

当期変動額合計 △1,457,003 △281,508

当期末残高 △37,252 △318,761

利益剰余金合計   

前期末残高 4,483,712 3,026,708

当期変動額   

剰余金の配当 △208,463 △104,150

当期純損失（△） △1,248,540 △177,357

当期変動額合計 △1,457,003 △281,508

当期末残高 3,026,708 2,745,200



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △28,030 △30,986

当期変動額   

自己株式の取得 △2,955 △257

当期変動額合計 △2,955 △257

当期末残高 △30,986 △31,244

株主資本合計   

前期末残高 6,891,212 5,431,252

当期変動額   

剰余金の配当 △208,463 △104,150

当期純損失（△） △1,248,540 △177,357

自己株式の取得 △2,955 △257

当期変動額合計 △1,459,959 △281,765

当期末残高 5,431,252 5,149,486

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,309 △19,246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,937 29,403

当期変動額合計 △16,937 29,403

当期末残高 △19,246 10,157

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,309 △19,246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,937 29,403

当期変動額合計 △16,937 29,403

当期末残高 △19,246 10,157

純資産合計   

前期末残高 6,888,902 5,412,005

当期変動額   

剰余金の配当 △208,463 △104,150

当期純損失（△） △1,248,540 △177,357

自己株式の取得 △2,955 △257

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,937 29,403

当期変動額合計 △1,476,896 △252,362

当期末残高 5,412,005 5,159,643



 該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法 

 （評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

(2）その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

  

  ・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

製品、原材料(補助材料を除く)、仕掛品

 総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

製品、原材料(補助材料を除く)、仕掛品

同左 

   補助材料 

 終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

 補助材料 

同左 

   （会計方針の変更） 

 当事業年度より「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日公表分）を適用してお

ります。  

 これにより営業損失、経常損失及び税

引前当期純損失は、それぞれ4,312千円

増加しております。   

────── 

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物         ３～50年 

機械及び装置     ７～10年 

工具、器具及び備品  ２～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  

  （追加情報） 

 当社の機械装置の耐用年数について

は、当事業年度より、法人税法の改正を

契機として見直しを行い、従来の10～12

年から７～10年に変更しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び税

引前当期純損失は、それぞれ2,089千円

増加しております。   

────── 



  

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウェアについては、利

用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  (3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

(3）リース資産 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権など特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充て

るため、当期に負担すべき支給見込額

を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるため、当事

業年度における支給見込額に基づき計

上しております。 

(3）役員賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

(4）退職給付引当金  

同左  

    

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失に与える影響

はありません。 

５．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

リース取引に関する会計基準  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、期首に前事業

年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得

したものとしてリース資産を計上する方法によっておりま

す。  

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

────── 

  



前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加3,264株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加400株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※  関係会社に係るもの 

 区分掲記された以外で各科目に含まれている関係会

社に対する主な資産は次のとおりであります。 

※  関係会社に係るもの 

 区分掲記された以外で各科目に含まれている関係会

社に対する主な資産は次のとおりであります。 

売掛金 千円17,430 売掛金 千円39,421

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

売上高 千円724,136 売上高 千円333,280

受取配当金  188,520

※２．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

千円  4,312

※２．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

千円  7,456

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 千円1,120,986 一般管理費に含まれる研究開発費 千円852,960

※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 千円2,473 工具、器具及び備品 千円2,008

土地  1,894

計  3,903

────── ※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  工具、器具及び備品 千円1,363

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 千円685

機械及び装置  125

工具、器具及び備品  2,195

計  3,006

建物 千円411

工具、器具及び備品  1,262

計  1,674

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  22,526  3,264  －  25,790

合計  22,526  3,264  －  25,790

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  25,790  400  －  26,190

合計  25,790  400  －  26,190



決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略いたします。 

 前事業年度（平成21年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 当事業年度 (平成22年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式372,472千円）は、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

（リース取引関係）

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産   

退職給付引当金 千円429,323

長期未払金  44,403

会員権評価損  31,909

減損損失  40,847

賞与引当金  59,118

たな卸資産  15,159

投資有価証券評価損  2,289

減価償却費  29,012

税務上の繰越欠損金  271,628

その他  10,924

小計  934,618

評価性引当額 △934,618 

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債   

未収事業税 △  4,721千円

繰延税金負債合計 △  4,721  

繰延税金負債の純額  △  4,721千円

繰延税金資産   

退職給付引当金 千円413,353

長期未払金  44,403

会員権評価損  32,011

減損損失  40,221

賞与引当金  31,587

たな卸資産  21,096

投資有価証券評価損  2,289

減価償却費  23,716

税務上の繰越欠損金  381,154

未払事業税   1,901

その他  7,710

小計  999,447

評価性引当額  △999,447

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 千円△6,942

繰延税金負債合計  △6,942

繰延税金負債の純額 千円△6,942

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。  

 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。  



 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額       1,299円09銭

１株当たり当期純損失金額 円 銭299 63

１株当たり純資産額 円 銭1,238 63

１株当たり当期純損失金額 円 銭42 58

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。  

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純損失（千円）  1,248,540  177,357

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  1,248,540  177,357

期中平均株式数（千株）  4,166  4,165

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

① 代表者の異動  

  該当事項はありません。 

② その他の役員の異動  

  該当事項はありません。 

６．その他



(2）その他 

生産、受注及び販売の状況  

① 生産実績 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

② 製品仕入実績 

 （注）１．金額は仕入価格で表示しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

③ 受注状況 

 当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

④ 販売実績 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

品目 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％）

ビデオ関連機器   1,515,025   48.4

電波関連機器   464,389   43.1

汎用計測機器   746,338   153.8

その他   113,984   88.7

合計   2,839,737   58.9

品目 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％）

ビデオ関連機器   94,345   91.5

電波関連機器   18,285  50.8

汎用計測機器   22,718   37.4

その他   50,705   57.5

合計   186,054   64.6

品目 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金額（千円） 前年同期比（％）

ビデオ関連機器   1,948,911   61.8

電波関連機器   539,627   51.6

汎用計測機器   755,613   163.0

その他   318,905   82.6

合計   3,563,057   70.6
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