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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 621 21.4 47 ─ 52 ─ 26 ─

22年３月期第１四半期 512 △35.4 △116 ─ △102 ─ △65 ─

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

23年３月期第１四半期 5.52 ─

22年３月期第１四半期 △13.60 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 5,282 4,600 87.1 961.33

22年３月期 5,192 4,592 88.5 959.67

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 4,600百万円 22年３月期 4,592百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 5.00 ─ 5.00 10.00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 5.00 ─ 5.00 10.00

3. 平成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(累計)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(累計) 1,343 13.5 49 ─ 51 ─ 24 ─ 5.01

通期 2,810 2.6 56 ─ 65 ─ 33 ─ 6.90

kikaku
新財団法人財務会計基準機構



 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件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、四半

期決算短信（添付資料）3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。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4 「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 5,225,000株 22年３月期 5,225,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 439,235株 22年３月期 439,151株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,785,810株 22年３月期１Ｑ 4,785,924株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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※（注記）四半期決算補足説明資料関係 

当 該 補 足 説 明 資 料 は、Financial  Data  Book と し て 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.almedio.co.jp/）のIRニュースに掲載いたします。Financial Data Bookには、

従来、その他の情報として四半期決算短信及び決算短信に記載しておりました製品別売上高ほ

か業績推移等をまとめております。 

  

○添付資料の目次
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種経済対策効果などをもとに
した生産・輸出の増加基調を背景に緩やかな回復が進む一方で、ギリシャ危機に端を発した欧州の信用
不安、円高・株安の進行、厳しい雇用情勢と所得環境の継続、経済対策による需要の先食いとその先の
反動減リスク等、種々の懸念材料が存在しており、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループの関連する情報家電業界では、エコポイント制度の継続と地上デジタル放送への完全移

行を翌年に控えた買い替え気運の高まりによって薄型テレビ市場の拡大が続き、相乗効果でＢｌｕ-ｒ
ａｙ Ｄｉｓｃ（以下「ＢＤ」）レコーダーの需要も引き続き好調に推移しました。 
一方、音楽映像業界においては、音楽ソフト全体の需要減少に歯止めは掛からず、有料音楽配信の成

長も踊り場を迎えるなかで、ＢＤソフトは伸張を続けているものの、市場として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、全社を上げたコスト削減活動と生販一体となった営業努力を

重ねてまいりました。 
この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高６億21百万円（前年同四半期比21.4％増）、

営業利益47百万円、経常利益52百万円、当期純利益26百万円となりました。 
  
各セグメントの業績は次のとおりであります。 
  

テストメディア事業 
当事業は、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」と、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、前期から引き続き、四半期ベースで売上微増傾向を維持し、主要分野である車載

機器関連需要を中心にテストＣＤ・テストＤＶＤ等、主要製品の受注は回復基調となり、売上は前年同
四半期を上回りました。しかしながら、一昨年同四半期比では未だ７割以下の水準に留まっており、テ
ストＢＤの需要も伸び悩んでいることから、復調に弾みが付かない状況で推移しました。 
テスティングは、光ディスクの評価・検証及びハード機器関連の受託が一定規模を確保できたことか

ら、売上は前年同四半期より微増となりました。 
  
以上により、テストメディア事業の売上高は３億15百万円となりました。 
  

クリエイティブメディア事業 
当事業は、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売を行っております。 
クリエイティブメディアは、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、ＤＶＤ受託は好調に推移しましたが、市場の縮小が続く音楽ＣＤなどの受託減少分を補えず、
売上は前年同四半期より微減となりました。 
  
以上により、クリエイティブメディア事業の売上高は２億53百万円となりました。 
  

断熱材事業 
当事業は、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及

び関連製品の開発・製造・販売を行っております。 
阿爾賽は、中国国内を中心に各種工業炉用炉材など耐火材料の売上が好調に推移したことから、前年

同四半期を上回って推移しました。 
  
以上により、断熱材事業の売上高は51百万円となりました。 
  

その他事業 
当事業は、光メディア用計測器等の開発・製造・販売を行っております。 
その他事業は、小規模ながらＤＶＤ用計測器等の販売を行いました。 
  
以上により、その他事業の売上高は１百万円となりました。 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間末における総資産はたな卸資産の増加等により、前連結会計年度末と比較
して90百万円増加し、52億82百万円となりました。負債は短期借入金の増加等により82百万円増加し、
６億81百万円となりました。純資産は、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加等により７百万円
増加し、46億円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四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24百万円となりました。これは主
に当第１四半期連結累計期間の業績を反映し、税金等調整前四半期純利益を計上したことによるもので
あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四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△16百万円となりました。これは
主に有形固定資産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１四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24百万円となりました。これは主
に短期借入金の増加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14億38百万円となりました。 

  

当社グループの当期見通しは、平成22年７月28日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表
いたしましたとおり、プロダクトミックス改善とコスト低減活動の進展等により損益の改善が進んだ当
第１四半期連結累計期間の業績動向を反映し、第２四半期連結累計期間までの業績予想を修正しており
ます。 
また、通期連結業績予想につきましては、これまでの業績動向を勘案しながらも、各国の経済対策効

果一巡による反動減リスクほか、種々の懸念材料の存在など先行き不透明な状況であることを踏まえ、
若干の減収へ修正するものの、利益予想は概ね据え置きを見込んでおります。 

  

(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
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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１四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、前連結会計年度末

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。 

  

1.会計処理の原則・手続の変更 
①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成
20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号
平成20年３月31日)を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

  
②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結累計期間より、「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20月９月26日)を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

  
2.表示方法の変更 
(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表
等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四
半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,654,619 1,616,941

受取手形及び売掛金 615,512 577,849

商品及び製品 95,546 81,172

仕掛品 73,341 55,274

原材料及び貯蔵品 131,621 105,794

その他 45,400 52,356

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,615,043 2,488,388

固定資産

有形固定資産

土地 1,346,262 1,346,144

その他（純額） 536,773 529,210

有形固定資産合計 1,883,035 1,875,354

無形固定資産

のれん 397,425 423,920

その他 12,083 14,782

無形固定資産合計 409,509 438,703

投資その他の資産 375,042 389,697

固定資産合計 2,667,587 2,703,755

資産合計 5,282,631 5,192,143
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 92,457 73,668

短期借入金 68,000 20,000

未払法人税等 2,311 6,422

賞与引当金 38,460 76,449

その他 156,258 102,307

流動負債合計 357,487 278,848

固定負債

退職給付引当金 276,635 274,565

その他 47,808 45,890

固定負債合計 324,444 320,455

負債合計 681,931 599,304

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 3,168,807 3,166,334

自己株式 △359,170 △359,143

株主資本合計 4,599,416 4,596,970

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,392 876

為替換算調整勘定 △110 △5,007

評価・換算差額等合計 1,282 △4,131

純資産合計 4,600,699 4,592,839

負債純資産合計 5,282,631 5,192,143
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 512,188 621,867

売上原価 392,183 339,992

売上総利益 120,004 281,875

販売費及び一般管理費 236,266 234,173

営業利益又は営業損失（△） △116,261 47,701

営業外収益

受取利息 695 1,147

受取配当金 962 1,079

為替差益 10,351 －

作業くず売却益 452 452

保険返戻金 1,007 2,878

その他 468 526

営業外収益合計 13,938 6,083

営業外費用

支払利息 196 149

為替差損 － 1,160

保険解約損 144 －

その他 26 68

営業外費用合計 366 1,378

経常利益又は経常損失（△） △102,689 52,406

特別利益

貸倒引当金戻入額 483 1,783

特別利益合計 483 1,783

特別損失

固定資産除却損 － 111

投資有価証券評価損 － 1,976

特別損失合計 － 2,088

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（△）

△102,206 52,101

法人税、住民税及び事業税 1,010 1,010

過年度法人税等 6,000 －

法人税等調整額 △44,131 24,688

法人税等合計 △37,121 25,698

少数株主損益調整前四半期純利益 － 26,402

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △65,085 26,402
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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（△）

△102,206 52,101

減価償却費 25,862 21,009

のれん償却額 26,495 26,495

貸倒引当金の増減額（△は減少） △483 △1,783

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,651 △37,989

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,217 2,070

受取利息及び受取配当金 △1,657 △2,226

支払利息 196 149

為替差損益（△は益） － 619

固定資産除却損 － 111

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,976

売上債権の増減額（△は増加） 15,171 △26,012

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,013 △57,766

仕入債務の増減額（△は減少） △33,092 18,510

その他 15,692 28,829

小計 △67,442 26,093

利息及び配当金の受取額 2,125 3,218

利息の支払額 △196 △149

法人税等の支払額 △5,761 △4,410

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,273 24,751

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 △5,751 △16,417

定期預金の払戻による収入 － 12,313

有形固定資産の取得による支出 △5,504 △10,778

ビデオグラム権の取得による支出 △7,806 △7,316

保険積立金の解約による収入 849 5,264

その他 378 666

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,834 △16,268

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） 54,000 48,000

自己株式の取得による支出 － △26

配当金の支払額 △47,859 △23,929

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,140 24,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,815 877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89,782 33,404

現金及び現金同等物の期首残高 1,387,161 1,404,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,297,379 1,438,201
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該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の種類、販売市場の類似性等に基づき区分して

おります。 

２ 各事業区分の主な製品及び事業内容 

(1) ディスク事業……オーディオ・ビデオ等のＡＶ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、ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売、

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 

(2) その他事業………光メディア用計測器の開発・製造・販売及び電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品

の開発・製造・販売 
  

 
(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 

東アジア…………中国 
  

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

   (1) 東アジア…………香港、韓国、台湾、中国 

   (2) 東南アジア………シンガポール、フィリピン 

   (3) その他の地域……米国等 

   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あります。 

(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】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

ディスク事業 

（千円）

その他事業 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

Ⅰ  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 462,022 50,166 512,188 ― 512,188

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 462,022 50,166 512,188 ― 512,188

営業利益又は 
営業損失（△）

26,503 △17,856 8,647 △124,908 △116,261

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

日本 

（千円）

東アジア 

(千円）

計 

（千円）

消去又は全社 

(千円）

連結 

（千円）

Ⅰ  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 462,958 49,230 512,188 ― 512,188

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 462,958 49,230 512,188 ― 512,188

営業利益又は 
営業損失（△）

△115,005 △1,255 △116,261 ― △116,261

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ｉ 海外売上高（千円） 147,264 12,120 1,610 160,995

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 512,188

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 28.7 2.4 0.3 31.4
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（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号
平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 
  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
当社の事業は「テストメディア事業」及び「クリエイティブメディア事業」並びに「その他事業」

で構成されており、連結子会社は「断熱材事業」の単一事業となっております。各事業は取り扱う製
品・サービスについて、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 
したがって、当社は、販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、

「テストメディア事業」「クリエイティブメディア事業」「断熱材事業」「その他事業」の４つを報
告セグメントとしております。 
「テストメディア事業」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、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を行っております。
「クリエイティブメディア事業」はＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤのＯＥＭ製造・販売をを行っております。
「断熱材事業」は電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発・製造・販売を行っております。
「その他事業」は光メディア用計測器等の開発・製造・販売を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計テストメディア
事業

クリエイティブ
メディア 
事業

断熱材事業 その他事業

売上高

  外部顧客への売上高 315,870 253,172 51,868 956 621,867

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 315,870 253,172 51,868 956 621,867

セグメント利益又は損失(△) 164,664 25,627 △940 △16,123 173,228

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 173,228

全社費用(注) △125,527

四半期連結損益計算書の営業利益 47,701

(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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