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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 7,180 1.3 196 469.1 116 550.7 △60 ―
22年3月期第2四半期 7,089 △23.5 34 △94.0 17 △96.7 124 △41.7

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 △11.71 ―
22年3月期第2四半期 23.31 23.26

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 15,257 4,555 29.6 874.46
22年3月期 14,516 4,693 32.0 890.56

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,513百万円 22年3月期  4,640百万円

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 ― 15.00 ― 5.00 20.00
23年3月期 ― 15.00
23年3月期 

（予想）
― 15.00 30.00

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 14,500 2.1 150 ― 150 ― 50 ― 9.60



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信［添付資料］Ｐ．３「（３）連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 5,547,840株 22年3月期  5,547,840株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  386,093株 22年3月期  337,400株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,203,662株 22年3月期2Q 5,359,325株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

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。 

これにより、従来の「販売事業」「サービス事業」の２つの事業の種類別セグメントの区分から、当第１四半期

連結会計期間より、「音響機器販売事業」「映像製品の開発・製造・販売事業」「コンサート・イベント事業」

「その他の事業」の４つの報告セグメントに区分を変更して記載しております。 

「音響機器販売事業」は、業務用音響機器の販売、システム設計・施工・メンテナンスを行っております。「映

像製品の開発・製造・販売事業」は、映像ディスプレイ及び周辺機器の開発・製造・販売を行っております。「コ

ンサート・イベント事業」は、コンサート・イベント用音響システム及び映像システムの企画立案、機器の貸出、

オペレート並びにコンサート・イベントの録音、中継、トラックダウン、オーサリング等を行っております。「そ

の他の事業」は、これらに分類されない応用技術による製品の開発・販売等を行っております。  

   

（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におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種の政策効果等を背景に企業収益の改善

が見られましたが、依然として悪化の懸念が残る雇用情勢やデフレの影響、また、海外景気の下振れ懸念や為替レ

ート・株価の変動等により、景気が下押しされるリスクが強まっており、先行きは不透明なままであります。 

当社グループの属する業界におきましては、企業の設備投資の抑制、広告宣伝費の削減といった一昨年後半から

の景気減速の影響が依然として残っており、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社６社）は、当社グループの強みを発揮できる音と映

像分野の事業強化、グループシナジーの 大化を目標に掲げ、利益率の改善及び経費削減による収益力向上、グル

ープ全体の組織改革による営業力の強化に取り組んでおります。 

当第２四半期連結累計期間は、音響機器販売事業及びコンサート・イベント事業において順調に案件を獲得し、

売上を伸ばしました。また、売上原価の圧縮、徹底した固定費の削減等、前連結会計年度に引き続き取り組んでい

る諸々の業績向上策の効果が現れ始めました。さらに、経営資源の選択と集中の観点から子会社への事業譲渡を実

施しております。また、当社グループの成長戦略の一環として、ホール音響事業へ本格参入し音響機器販売事業の

強化を図るべく、ホール音響に関する豊富な設計・施工実績を持つビクターアークス株式会社の株式を取得し持分

法適用関連会社化（所有割合：35.0％）する準備を進めてまいりました。 

これらの結果、売上高 百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益 百万円（前年同期比469.1％増）、経常

利益 百万円（前年同期比550.7％増）、四半期純損失は 百万円（前年同期は四半期純利益124百万円）となり

ました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

［音響機器販売事業］ 

音響機器販売事業は、放送局の機器更新案件やホール・劇場の改修案件を複数受注するなど、大型案件が増加し

ました。また、弱含みな動きが続いていた流通商品の需要も、徐々に好転しつつあります。利益面においては、輸

入販売を行う当該事業にとって追い風となる円高を背景に売上総利益率が改善し計画値を上回って推移いたしまし

た。 

これらの結果、音響機器販売事業の売上高は2,569百万円となりました。 

  

［映像製品の開発・製造・販売事業］ 

映像製品の開発・製造・販売事業は、LED大型街頭ビジョン等の高額な機材投資には依然として慎重な姿勢が続

いており、先行きは不透明な状況であります。欧州経済の混乱により金融市場が不安定になっていることから、国

内の屋外デジタルサイネージ市場に集中して営業活動を強化しており、その結果、在京テレビ局敷地内に約400イ

ンチの当社製LEDディスプレイ・システム「ChromaLED」を納入することができました。また、スポーツ競技施設等

の新規顧客開拓を推し進めるとともに、引き続き徹底した経費削減及び下期に向けて市場の需要喚起となるよう、

付加価値の高い新製品の開発に取り組みました。 

これらの結果、映像製品の開発・製造・販売事業の売上高は472百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

7,180 196

116 60



［コンサート・イベント事業］ 

コンサート・イベント事業は、上海万博日本館において映像・音響システムの提供及びオペレート業務を受注し

ました。コンサート案件は、前期の流れを次いで安定した推移を辿り、概ね計画通りとなりました。一方、景気悪

化の影響で低調推移していた企業イベント、コンベンション案件は、このところの企業業績の持ち直しとともに回

復基調にありますが、未だ本来の水準までは戻っておりません。 

これらの結果、コンサート・イベント事業の売上高は4,098百万円となりました。 

  

［その他の事業］ 

その他の事業の売上高は、39百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比べて740百万円増加しま

した。これは現金及び預金が増加したことが主な要因であります。  

  負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比べて878百万円増加しました。これは長期借入金が増加した

ことが主な要因であります。  

  純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比べて137百万円減少しました。これは利益剰余金が減少した

ことが主な要因であります。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期業績予想については、当第２四半期連結累計期間までの業績動向を踏まえ、平成22年５月

14日及び平成22年８月６日に公表しました数値に変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

    ①経過勘定項目の算定方法 

      一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 

    ②固定資産の減価償却費の算定方法 

   減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  ①税金費用の計算 

   税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる

場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

      なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生

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想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用  

     第１四半期連結会計期間より、「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。 

      この結果、従来の方法と比較して、税金等調整前四半期純利益が6,368千円減少しております。なお、営業利

益及び経常利益に与える影響は軽微であります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は10,532千円であります。  

15,257

10,702

4,555

２．その他の情報



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 2,509,745 1,722,706

受取手形及び売掛金 3,170,326 3,483,843

商品及び製品 2,299,733 2,501,547

仕掛品 550,281 548,500

原材料及び貯蔵品 828,611 585,681

その他 623,539 635,757

貸倒引当金 △125,716 △133,472

流動資産合計 9,856,521 9,344,564

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,250,587 1,240,103

減価償却累計額 △686,086 △676,640

建物及び構築物（純額） 564,500 563,463

機械装置及び運搬具 5,622,731 5,666,001

減価償却累計額 △4,283,047 △4,264,582

機械装置及び運搬具（純額） 1,339,683 1,401,418

工具、器具及び備品 733,988 675,626

減価償却累計額 △488,205 △457,637

工具、器具及び備品（純額） 245,782 217,988

リース資産 1,859,059 1,465,266

減価償却累計額 △547,381 △387,798

リース資産（純額） 1,311,678 1,077,467

その他 502,455 459,507

有形固定資産合計 3,964,100 3,719,845

無形固定資産   

のれん 104,418 125,802

その他 118,410 135,529

無形固定資産合計 222,828 261,331

投資その他の資産   

その他 1,349,678 1,325,427

貸倒引当金 △135,352 △134,281

投資その他の資産合計 1,214,326 1,191,145

固定資産合計 5,401,255 5,172,322

資産合計 15,257,777 14,516,887



（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   

支払手形及び買掛金 1,048,718 855,584

短期借入金 2,220,000 2,800,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 1,191,604 933,328

リース債務 358,380 293,164

未払法人税等 107,349 38,751

賞与引当金 289,441 306,827

役員賞与引当金 10,000 19,500

その他 667,795 732,014

流動負債合計 5,913,288 5,999,171

固定負債   

社債 20,000 30,000

長期借入金 2,908,724 2,103,664

リース債務 1,075,992 906,838

退職給付引当金 713,063 688,716

資産除去債務 10,589 －

その他 61,031 95,481

固定負債合計 4,789,401 3,824,700

負債合計 10,702,689 9,823,872

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,721,487 1,721,487

資本剰余金 2,074,601 2,074,601

利益剰余金 1,101,886 1,188,891

自己株式 △267,561 △244,139

株主資本合計 4,630,413 4,740,840

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,628 8,604

繰延ヘッジ損益 △2,498 △15

為替換算調整勘定 △118,805 △109,227

評価・換算差額等合計 △116,674 △100,638

少数株主持分 41,348 52,813

純資産合計 4,555,087 4,693,015

負債純資産合計 15,257,777 14,516,887



（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 7,089,911 7,180,582

売上原価 4,785,463 4,777,271

売上総利益 2,304,447 2,403,310

販売費及び一般管理費 2,269,841 2,206,350

営業利益 34,606 196,960

営業外収益   

受取利息 481 518

受取配当金 1,678 1,749

仕入割引 － 7,063

為替差益 1,968 －

受取保険金 － 6,127

受取補償金 12,177 －

その他 21,690 9,044

営業外収益合計 37,996 24,502

営業外費用   

支払利息 47,709 54,832

為替差損 － 43,503

その他 6,967 6,495

営業外費用合計 54,677 104,831

経常利益 17,925 116,631

特別利益   

固定資産売却益 － 932

貸倒引当金戻入額 168,789 5,949

特別利益合計 168,789 6,882

特別損失   

固定資産売却損 － 546

固定資産除却損 10,152 20,163

投資有価証券評価損 － 33,104

事務所移転費用 2,902 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,863

その他 303 35,007

特別損失合計 13,359 94,685

税金等調整前四半期純利益 173,355 28,828

法人税等 64,476 98,913

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △70,084

少数株主損失（△） △16,033 △9,132

四半期純利益又は四半期純損失（△） 124,912 △60,952



 該当事項はありません。  

  

 当社は、平成22年８月18日開催の取締役会において決議したとおり、会社法第165条第３項の規定により読み替

えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得しております。この結果、当第２四半期連結

累計期間において自己株式が23,375千円増加し、単元未満株式の買取によるものと合わせ、当第２四半期連結会計

期間末において自己株式が267,561千円となっております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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