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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,327 12.1 88 ― 92 ― 43 ―
22年3月期第2四半期 1,183 △31.0 △125 ― △110 ― △72 ―

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2四半期 9.16 ―
22年3月期第2四半期 △15.15 ―

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2四半期 5,224 4,608 88.2 963.06
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2四半期  4,608百万円 22年3月期  4,592百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,641 △3.6 59 ― 61 ― 29 ― 6.06



(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 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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「その他の情報」をご覧ください。）

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2Q 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2Q  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2Q 4,785,787株 22年3月期2Q 4,785,904株
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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。 
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当第２四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政策効果などを背景に
緩やかな回復基調が続く一方で、海外経済の下振れ懸念や円高の長期化、株式市場の低迷、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、種々の懸念が継続しており、依然として先行き不透明感
が払拭されない状況で推移しました。 
当社グループの関連する情報家電業界は、こうした状況下であるものの、政府によるエコカー減税や

補助金、家電エコポイント制度の継続・再延長等の需要喚起策に押され、車載機器ならびに薄型テレ
ビ、Ｂｌｕ-ｒａｙ Ｄｉｓｃ（以下「ＢＤ」）レコーダーの販売が好調となり、期初予想を超える回復
を示しました。 
一方、音楽映像業界においては、音楽ＣＤの需要減少が引き続き、有料音楽配信も成長の踊り場を迎

えるなかで、映像ソフトにおいては、ＢＤの売上が前年比倍増となり、その存在を鮮明にしつつあるも
のの、全体として厳しい事業環境が継続しています。 
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はもとより、新規顧客開拓を含

め、受注獲得に向け積極的な営業展開をはかり、収益の確保に努めてまいりました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高13億27百万円（前年同四半期比12.1％増）、

営業利益88百万円、経常利益92百万円、四半期純利益43百万円となりました。 
  
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、概ね横這い傾向が続き伸び悩んではいるものの、前年同四半期と比較すれば、Ａ

Ｖ機器及び車載機器関連需要を中心に受注環境が好転したことから、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割以下の水準のままであり、また、需要増が期待され
るテストＢＤの売上も予想を下回るなど、厳しい状況は継続しております。 
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６億29百万円となりました。 
  

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、積極的な営業活動と機動的な生産対応力の発揮により、新規顧客開拓を

含めた受注獲得に努めましたが、市場縮小が続く音楽ＣＤなどＣＤの受託減少の影響等により、売上は
前年同四半期を下回りました。 
  
以上により、クリエイティブメディア事業の売上高は５億73百万円となりました。 
  

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、中国国内を中心とした各種工業炉用炉材など耐火材料の需要増に合わせ、生産対応力を強

化し売上の確保に努めた結果、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１億23百万円となりました。 
  

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

㈱アルメディオ(7859)平成23年３月期　第２四半期決算短信

－ 2 －



  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末と比
較して31百万円増加し、52億24百万円となりました。負債は買掛金の増加等により15百万円増加し、６
億15百万円となりました。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16百万円増
加し、46億８百万円となりました。 

（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・フローは１億54百万円となりました。これ
は主に当第２四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２四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△37百万円となりました。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２四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△27百万円となりました。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14億94百万円となりました。 

  

平成22年10月26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、各国の経
済対策効果一巡による反動減や円高の長期化リスクなどが懸念されるなかで、特に北米市場の消費が急
速に冷え込むことが予想されており、また、顧客の生産動向及び受注見通し等を踏まえても、第３四半
期以降、テストメディア事業の減速が見込まれております。 
  
これにより、当社グループの当期見通しは、売上高26億41百万円（前期比3.6％減）、営業利益59百

万円、経常利益61百万円、当期純利益29百万円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

㈱アルメディオ(7859)平成23年３月期　第２四半期決算短信

－ 3 －



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 
棚卸資産の簿価切下げに関して、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２四
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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,709,845 1,616,941

受取手形及び売掛金 606,135 577,849

商品及び製品 76,199 81,172

仕掛品 76,049 55,274

原材料及び貯蔵品 119,117 105,794

その他 61,483 52,356

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,647,830 2,488,388

固定資産

有形固定資産

土地 1,345,528 1,346,144

その他（純額） 520,911 529,210

有形固定資産合計 1,866,440 1,875,354

無形固定資産

のれん 370,930 423,920

その他 10,522 14,782

無形固定資産合計 381,453 438,703

投資その他の資産 328,354 389,697

固定資産合計 2,576,247 2,703,755

資産合計 5,224,078 5,192,143
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 87,699 73,668

短期借入金 17,000 20,000

未払法人税等 5,197 6,422

賞与引当金 76,740 76,449

その他 102,322 102,307

流動負債合計 288,959 278,848

固定負債

退職給付引当金 278,434 274,565

その他 47,687 45,890

固定負債合計 326,121 320,455

負債合計 615,081 599,304

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 3,186,227 3,166,334

自己株式 △359,170 △359,143

株主資本合計 4,616,836 4,596,970

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,621 876

為替換算調整勘定 △10,461 △5,007

評価・換算差額等合計 △7,839 △4,131

純資産合計 4,608,997 4,592,839

負債純資産合計 5,224,078 5,192,143
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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：千円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 1,183,717 1,327,486

売上原価 841,862 779,716

売上総利益 341,854 547,770

販売費及び一般管理費 467,486 459,209

営業利益又は営業損失（△） △125,632 88,560

営業外収益

受取利息 2,120 2,451

受取配当金 962 1,079

為替差益 8,165 －

作業くず売却益 849 857

保険返戻金 1,326 2,878

その他 2,589 1,803

営業外収益合計 16,014 9,070

営業外費用

支払利息 371 297

為替差損 － 4,106

保険解約損 144 －

その他 49 333

営業外費用合計 565 4,736

経常利益又は経常損失（△） △110,183 92,893

特別利益

貸倒引当金戻入額 735 4,501

特別利益合計 735 4,501

特別損失

固定資産除却損 15 134

投資有価証券評価損 － 3,378

減損損失 － 1,601

特別損失合計 15 5,114

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（△）

△109,463 92,281

法人税、住民税及び事業税 2,020 2,020

過年度法人税等 4,485 －

法人税等調整額 △43,464 46,438

法人税等合計 △36,959 48,458

少数株主損益調整前四半期純利益 － 43,822

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △72,503 43,822
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△）

△109,463 92,281

減価償却費 55,227 42,603

減損損失 － 1,601

のれん償却額 52,990 52,990

貸倒引当金の増減額（△は減少） △735 △4,501

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,409 290

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,899 3,868

受取利息及び受取配当金 △3,083 △3,530

支払利息 371 297

為替差損益（△は益） － 1,926

固定資産除却損 15 134

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,378

売上債権の増減額（△は増加） △81,862 △28,551

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,237 △30,280

仕入債務の増減額（△は減少） △18,019 14,669

その他 31,168 7,469

小計 △10,666 154,645

利息及び配当金の受取額 2,485 3,543

利息の支払額 △371 △297

法人税等の支払額 △6,150 △3,851

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,702 154,041

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 △5,597 △27,436

定期預金の払戻による収入 － 23,516

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △11,055 △32,873

ビデオグラム権の取得による支出 △16,097 △7,316

保険積立金の解約による収入 13,102 5,264

その他 1,028 1,142

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,620 △37,702

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） △6,000 △3,000

自己株式の取得による支出 △26 △26

リース債務の返済による支出 － △159

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 △53,885 △27,115

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,292 147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142,500 89,370

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 1,244,660 1,494,167
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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)

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 1,095,029 88,687 1,183,717 ― 1,183,717

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,095,029 88,687 1,183,717 ― 1,183,717

営業利益又は 
営業損失（△）

155,629 △37,615 118,013 △243,646 △125,632

【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21年４月１日 至 平成21年９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 1,096,015 87,701 1,183,717 ― 1,183,717

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,096,015 87,701 1,183,717 ― 1,183,717

営業損失（△） △122,541 △3,091 △125,632 ― △125,632

【海外売上高】

前第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)

東アジア 東南アジア その他の地域 計

Ｉ 海外売上高（千円） 280,175 39,947 5,776 325,899

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 1,183,717

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 23.6 3.4 0.5 27.5
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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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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 629,594 573,297 123,538 1,056 1,327,486

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 629,594 573,297 123,538 1,056 1,327,486

セグメント利益又は損失(△) 306,292 60,706 △5,930 △32,187 328,881

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 328,881

全社費用(注) △240,320

四半期連結損益計算書の営業利益 88,560

(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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