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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 5,291 △47.0 △146 ― △217 ― △241 ―

21年3月期第2四半期 9,988 ― 65 ― 106 ― 64 ―

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2四半期 △15.22 ―

21年3月期第2四半期 4.08 ―

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2四半期 10,235 5,710 55.0 354.63
21年3月期 11,020 5,971 53.3 369.62

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,632百万円 21年3月期  5,871百万円

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 ― 4.00 ― 0.00 4.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 11,300 △34.9 20 ― △50 ― △110 ― △6.92
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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 

本資料に記載されている業績見直し等の将来に関する記述は、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されたものであり、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 16,800,000株 21年3月期  16,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  915,968株 21年3月期  914,549株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 15,884,767株 21年3月期第2四半期 15,889,814株
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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、一部に輸出、生産の持ち直しの兆しが見られたもの
の、設備投資の落ち込みや雇用環境の悪化による個人消費の低迷など、依然として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、当社グループは販売活動に一層注力するとともに、原価低減や経費の削減に努
めましたが、売上高は5,291百万円（前年同期比47.0％減少）となり、利益面につきましても、売上高の
減少が大きく影響し、営業損失は146百万円（前年同期は営業利益65百万円）となりました。また、為替
差損71百万円の計上（前年同期は為替差益46百万円）等により経常損失は217百万円（前年同期は経常利
益106百万円）となり、特別退職金42百万円の計上等により四半期純損失は241百万円（前年同期は四半期
純利益64百万円）となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（1）事務機器事業 
事務機器事業は、市場の需要回復の遅れにより複写機周辺機器、プロッタの受注が大幅に減少したた

め、売上高は1,979百万円（前年同期比62.6％減少）となり、営業損失は64百万円（前年同期は営業利益
96百万円）となりました。 

 
（2）光学電子情報機器事業 

光学電子情報機器事業は、企業の設備投資の減少により計測機器及び映像機器の需要が減少したた
め、売上高は2,013百万円（前年同期比22.8％減少）となりました。また、営業利益は入力機器等の新製
品の市場投入や固定費の削減により233百万円（前年同期比17.0％増加）となりました。 

 
（3）電装機材事業 

電装機材事業は、新用途開発を積極的に行い業務の効率化を推進いたしましたが、基板実装、無機Ｅ
Ｌの需要減少の影響が大きく、売上高は1,193百万円（前年同期比39.9％減少）となり、営業損失は164
百万円（前年同期は営業損失33百万円）となりました。 

 
（4）不動産賃貸事業 

不動産賃貸事業は、本社用地に建設した商業施設の賃貸により、売上高は104百万円（前年同期比
2.0％増加）となり、営業利益は85百万円（前年同期比2.7％増加）となりました。 

  

（資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、10.5％減少し、6,638百万円となりました。これは主として
売上高の減少により受取手形及び売掛金が減少したためです。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、0.2％減少し、3,596百万円となりました。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて7.1％減少し、10,235百万円となりました。 
  
（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、11.9％減少し、3,649百万円となりました。これは主として
生産高の減少により支払手形及び買掛金が減少したためです。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、3.5％減少し、874百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて10.4％減少し、4,524百万円となりました。 
  
（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、4.4％減少し、5,710百万円となりました。なお、自己資本
比率は、前連結会計年度末の53.3％から55.0％になりました。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期の業績を勘案し、平成21年５月15日に公表
いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日
（平成21年11月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
通期の連結業績見通しにつきましては、電装機材事業は第２四半期累計期間に対し需要回復の兆しがみ

られるものの、事務機器事業および光学電子情報機器事業は第３四半期以降も顧客の製品需要や設備投資
意欲が引き続き低迷することが予想されます。そのため、期初の予想に対し全体として売上高、利益とも
に下回ることが見込まれるため連結業績予想の修正を行なうものです。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
 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税金費用の計算 
 税金費用については、当連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。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。   

  

  該当事項はありません。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,083 1,796

受取手形及び売掛金 2,599 3,468

商品及び製品 296 230

仕掛品 218 307

原材料及び貯蔵品 1,198 1,072

繰延税金資産 144 144

その他 99 397

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 6,638 7,415

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,051 1,097

機械装置及び運搬具（純額） 524 576

土地 881 881

その他（純額） 169 199

有形固定資産合計 2,626 2,756

無形固定資産   

ソフトウエア 86 66

その他 14 14

無形固定資産合計 100 81

投資その他の資産   

投資有価証券 838 708

繰延税金資産 8 41

その他 35 29

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 869 767

固定資産合計 3,596 3,605

資産合計 10,235 11,020
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,917 2,390

短期借入金 1,307 1,270

未払法人税等 13 －

その他 410 481

流動負債合計 3,649 4,142

固定負債   

長期借入金 50 91

退職給付引当金 422 448

その他 401 365

固定負債合計 874 906

負債合計 4,524 5,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503 1,503

資本剰余金 1,759 1,759

利益剰余金 2,322 2,564

自己株式 △164 △164

株主資本合計 5,421 5,663

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 282 206

為替換算調整勘定 △70 1

評価・換算差額等合計 211 208

少数株主持分 77 99

純資産合計 5,710 5,971

負債純資産合計 10,235 11,020
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 9,988 5,291

売上原価 9,217 4,811

売上総利益 770 479

販売費及び一般管理費 705 626

営業利益又は営業損失（△） 65 △146

営業外収益   

受取配当金 8 5

為替差益 46 －

その他 10 12

営業外収益合計 65 18

営業外費用   

支払利息 19 14

為替差損 － 71

その他 4 3

営業外費用合計 23 89

経常利益又は経常損失（△） 106 △217

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 0

補助金収入 1 33

その他 － 1

特別利益合計 4 35

特別損失   

固定資産除却損 2 0

固定資産売却損 0 －

前期損益修正損 － 17

特別退職金 － 42

特別損失合計 2 60

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 △243

法人税等 47 12

少数株主損失（△） △3 △14

四半期純利益又は四半期純損失（△） 64 △241
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 △243

減価償却費 158 165

売上債権の増減額（△は増加） 123 758

たな卸資産の増減額（△は増加） 24 △134

仕入債務の増減額（△は減少） △64 △334

その他 △293 104

小計 57 317

利息及び配当金の受取額 9 5

利息の支払額 △19 △14

補助金収入 － 33

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △88 71

営業活動によるキャッシュ・フロー △41 413

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △26 △70

その他 23 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △2 △110

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） △200 93

長期借入金の返済による支出 △306 △70

配当金の支払額 △63 △0

その他 △13 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △583 9

現金及び現金同等物に係る換算差額 43 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △584 286

現金及び現金同等物の期首残高 2,616 1,796

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,032 2,083
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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によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 （1）事務機器・・・・・・・複写機オプション・ユニット、プリンタ、プロッタ 

 （2）光学電子情報機器・・・露出計、光学式マーク読取装置(ＯＭＲ)、監視カメラ、記録計、温湿度 

               記録計、粘度計 

 （3）電装機材・・・・・・・基板実装、束線、無機エレクトロ・ルミネッセンス 

 （4）不動産賃貸・・・・・・商業施設の賃貸 

  

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 （1）事務機器・・・・・・・複写機オプション・ユニット、プロッタ 

 （2）光学電子情報機器・・・露出計、光学式マーク読取装置(ＯＭＲ)、監視カメラ、記録計、温湿度 

               記録計、粘度計 

 （3）電装機材・・・・・・・基板実装、束線、無機エレクトロ・ルミネッセンス 

 （4）不動産賃貸・・・・・・商業施設の賃貸 

  

(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20年４月１日 至 平成20年９月30日)

事務機器 
(百万円)

光学電子
情報機器 
(百万円)

電装機材
(百万円)

不動産賃貸
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全
社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,291 2,608 1,985 102 9,988 ― 9,988

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 5,291 2,608 1,985 102 9,988
― 
 

9,988

営業利益又は営業損失(△) 96 199 △33 83 345 (279) 65

当第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)

事務機器 
(百万円)

光学電子
情報機器 
(百万円)

電装機材
(百万円)

不動産賃貸
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全
社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,979 2,013 1,193 104 5,291 ― 5,291

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,979 2,013 1,193 104 5,291 ― 5,291

営業利益又は営業損失(△) △64 233 △164 85 89 (235) △146
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(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 

  東南アジア・・・・・・・・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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  東南アジア・・・・・・・・中国 

  

【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20年４月１日 至 平成20年９月30日)

日本 
(百万円)

東南アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,149 4,838 9,988 ― 9,988

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

197 1,061 1,259 (1,259) ―

計 5,347 5,899 11,247 (1,259) 9,988

営業利益又は営業損失(△) 342 △0 342 (277) 65

当第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 
(百万円)

東南アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,463 1,827 5,291 ― 5,291

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

67 469 537 (537) ―

計 3,531 2,296 5,828 (537) 5,291

営業利益又は営業損失(△) 184 △112 72 (218) △146
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(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 

 （1）東南アジア・・・・・・・中国、台湾、韓国 

 （2）北米・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ 

 （3）その他の地域・・・・・・イギリス、ドイツ 

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。 

  

  

 
(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 

 （1）東南アジア・・・・・・・中国、台湾、韓国 

 （2）北米・・・・・・・・・・アメリカ、カナダ 

 （3）その他の地域・・・・・・イギリス、ドイツ 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)

東南アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,146 240 159 5,546

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 9,988

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

51.5 2.4 1.6 55.5

当第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)

東南アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,037 181 127 2,347

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 5,291

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

38.5 3.4 2.4 44.4

(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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