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１　18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 1,278 (50.9) △113 (－) △141 (－)

17年９月中間期 846 (22.9) △274 (－) △289 (－)

18年３月期 2,190 △312 △363

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △143  (－) △12 06

17年９月中間期 △294 (－) △24 70

18年３月期 △385 △32 30

（注）１　期中平均株式数 18年９月中間期 11,939,566株 17年９月中間期 11,938,733株 18年３月期 11,938,791株

２　会計処理の方法の変更 無

３　売上高、営業損失、経常損失、中間（当期）純損失におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）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

18年９月中間期 7,098 6,364 89.7 533 06

17年９月中間期 7,252 6,591 90.9 552 14

18年３月期 7,252 6,507 89.7 545 02

（注）１　期末発行済株式数 18年９月中間期 11,939,633株 17年９月中間期 11,938,733株 18年３月期 11,939,433株

２　期末自己株式数 18年９月中間期 67株 17年９月中間期 67株 18年３月期 67株

２　19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,840 70 60

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　5円 03銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － －
－

19年３月期（予想） － －

※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報および仮定にもとづいて算定しております。実際の業績は、今後様々な要因

によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等につきましては、添付資料の６ページを参照してください。
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８．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  

 
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

 
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

 
対

前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円）

構成比

（％） 金額（千円）
構成比

（％）
増減

（千円） 金額（千円）
構成比

（％）

（資産の部）  
Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  479,938 400,695 424,434

２．受取手形  11,920 389 11,007

３．売掛金  494,558 715,297 668,186

４．たな卸資産  485,297 446,300 513,138

５．短期貸付金  － 124,471 124,017

６．その他  13,593 6,989 12,339

      貸倒引当金  － △62,235 △62,008

流動資産合計  1,485,308 20.5 1,631,907 23.0 146,598 1,691,115 23.3

Ⅱ　固定資産  
１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 ※２ 2,702,396 2,537,063 2,614,854

(2）機械及び装置  48,132 42,813 35,978

(3）土地 ※２ 1,625,914 1,621,878 1,621,878

(4）その他  178,228 138,993 152,640

有形固定資産合計  4,554,671 62.8 4,340,748 61.1 △213,922 4,425,351 61.0

２．無形固定資産  149,677 2.1 97,009 1.4 △52,667 121,738 1.7

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券  835,611 861,128 846,768

(2）関係会社株式  111,291 111,291 111,291

(3）長期貸付金  119,530 － －

(4）その他  55,881 56,446 55,755

　　　貸倒引当金  △59,765 － －

　　投資その他の資産合計  1,062,548 14.6 1,028,866 14.5 △33,682 1,013,815 14.0

　　固定資産合計  5,766,898 79.5 5,466,624 77.0 △300,273 5,560,905 76.7

　　資産合計  7,252,206 100.0 7,098,531 100.0 △153,674 7,252,021 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

 
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

 
対

前中間期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号 金額（千円）

構成比

（％） 金額（千円）
構成比

（％）
増減

（千円） 金額（千円）
構成比

（％）

（負債の部）  
Ⅰ　流動負債  

１．支払手形  141,784 193,973 197,342

２．買掛金  26,487 67,648 88,428

３．短期借入金  100,000 100,000 100,000

４．リース債務  75,534 2,202 10,513

５．未払法人税等  8,756 9,410 9,838

６．賞与引当金  28,980 34,744 17,107

７．その他  63,592 87,217 96,356

　　流動負債合計  445,136 6.1 495,197 7.0 50,061 519,587 7.2

Ⅱ　固定負債  

１．リース債務  2,805 2,558 3,629

２．退職給付引当金  126,331 136,869 126,295

３．役員退職慰労引当金  80,881 89,665 85,665

４．その他  5,155 9,651 9,618

　　固定負債合計  215,174 3.0 238,744 3.3 23,569 225,208 3.1

　　負債合計  660,311 9.1 733,942 10.3 73,631 744,795 10.3

  
（資本の部）  

Ⅰ　資本金  4,975,000 68.6 － － － 4,975,109 68.6

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金  1,591,532 － 1,591,641

　　資本剰余金合計  1,591,532 21.9 － － － 1,591,641 21.9

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金  313,750 － 313,750

２．中間（当期）未処理
損失（△）  △294,854 － △385,613

　　利益剰余金合計  18,895 0.3 － － － △71,863 △1.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金  6,491 0.1 － － － 12,361 0.2

Ⅴ　自己株式  △24 △0.0 － － － △24 △0.0

　　資本合計  6,591,895 90.9 － － － 6,507,225 89.7

　　負債資本合計  7,252,206 100.0 － － － 7,252,021 100.0

  
（純資産の部）  
Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 4,975,141 70.1 － － －
 ２．資本剰余金  

 （１）資本準備金  － 1,206,059 －

 　資本剰余金合計  － － 1,206,059 17.0 － － －
 ３．利益剰余金  

 （１）利益準備金  － 313,750 －

 （２）その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  － △143,956 －

利益剰余金合計  － － 169,793 2.4 － － －

４．自己株式  － － △24 △0.0 － － －

株主資本合計  － － 6,350,969 89.5 － － －
Ⅱ　評価・換算差額等  
 １．その他有価証券評価

差額金  － － 13,619 0.2 － － －

 評価・換算差額等合計  － － 13,619 0.2 － － －

 　純資産合計  － － 6,364,589 89.7 － － －

 　負債純資産合計  － － 7,098,531 100.0 － － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対
前中間期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   846,955 100.0  1,278,045 100.0 431,090  2,190,213 100.0

Ⅱ　売上原価   658,024 77.7  931,465 72.9 273,441  1,577,816 72.0

売上総利益   188,930 22.3  346,579 27.1 157,648  612,396 28.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 348,216   350,709    703,971   

Ⅳ　研究開発費  115,383 463,599 54.7 109,300 460,009 36.0 △3,590 220,426 924,398 42.2

営業損失（△）   △274,668 △32.4  △113,429 △8.9 161,239  △312,001 △14.2

Ⅴ　営業外収益            

１．受取利息  1,721   1,725    3,402   

２．受取配当金  127   136    233   

３．賃貸料収入  13,234   570    14,056   

４．為替差益  4,343   －    －   

５．その他  2,155 21,582 2.5 329 2,761 0.2 △18,820 3,910 21,602 1.0

Ⅵ　営業外費用            

１．支払利息  2,435   1,469    3,837   

２．減価償却費  20,771   18,793    41,542   

３．その他  13,235 36,442 4.3 10,298 30,562 2.4 △5,880 27,546 72,926 3.4

経常損失（△）   △289,529 △34.2  △141,230 △11.1 148,299  △363,325 △16.6

Ⅶ　特別利益            

１．投資有価証券売却
益

 7,143 7,143 0.8 － － － △7,143 7,143 7,143 0.3

Ⅷ　特別損失            

１．減損損失 ※１ 4,738   －    8,774   

２．その他 ※２ 5,624 10,363 1.2 117 117 0.0 △10,246 16,446 25,220 1.1

税引前中間（当期）
純損失（△）

  △292,748 △34.6  △141,347 △11.1 151,401  △381,403 △17.4

法人税、住民税及び
事業税

  2,105 0.2  2,609 0.2 503  4,210 0.2

中間（当期）純損失
（△）

  △294,854 △34.8  △143,956 △11.3 150,897  △385,613 △17.6

前期繰越利益   －   －    －  

中間（当期）未処理
損失（△）

  △294,854   －    △385,613  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金 

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
4,975,109 1,591,641 313,750 △385,613 △71,863

中間会計期間中の変動額

新株の発行 31 31    

未処理損失の填補  △385,613  385,613 385,613

中間純損失（△）    △143,956 △143,956

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
     

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
31 △385,582 － 241,657 241,657

平成18年９月30日　残高

（千円）
4,975,141 1,206,059 313,750 △143,956 169,793

株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式  株主資本合計

 その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
△24 6,494,863 12,361 12,361 6,507,225

中間会計期間中の変動額

新株の発行  62   62

未処理損失の填補  －   －

中間純損失（△）  △143,956   △143,956

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
  1,257 1,257 1,257

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ △143,893 1,257 1,257 △142,636

平成18年９月30日　残高

（千円）
△24 6,350,969 13,619 13,619 6,364,589
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券

　償却原価法（利息法）

満期保有目的の債券

同左

満期保有目的の債券

同左

 

 

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

 

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定して

おります。）

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末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

算定しております。）

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しており

ます。）

 

 

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

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

商品

　個別法による原価法

商品

同左

商品

同左

 

 

製品・半製品・仕掛品

　総平均法による原価法

製品・半製品・仕掛品

同左

製品・半製品・仕掛品

同左

 

 

原材料

　移動平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法（但し平成10年４月１日

以降取得の建物については定額

法）によっており、耐用年数、残

存価額については、法人税法に定

める基準と同一の基準を採用して

おります。

　また、リース資産については、

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。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

 

 

無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準

 

貸倒引当金

　売上債権等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

権等特定の債権については回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 

 

賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準に基づき計上

しております。

賞与引当金

同左

賞与引当金

同左

 

 

退職給付引当金

　従業員の退職給付の支給に備え

るため、自己都合による中間期末

要支給額の100％を計上しており

ます。

退職給付引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付の支給に備え

るため、自己都合による期末要支

給額の100％を計上しております。

 

 

役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく中間期末

要支給額の100％を計上しており

ます。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく期末要支

給額の100％を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、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。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（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

消費税等の会計処理

同左

 

会計方針の変更

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 －  １．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準

 当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第

８号）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。

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は

6,364,589千円であります。

 なお、当中間会計期間における中間貸借対照表

の純資産の部については、中間財務諸表等規則

の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 

 －
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（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

3,192,832千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は　　

　　 3,256,897千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は　　

　　 3,226,893千円であります。

※２．有形固定資産に含まれる重要な休止固

定資産は次の通りであります。

　なお、当該固定資産の減価償却費は営

業外費用として計上しております。

※２．有形固定資産に含まれる重要な休止固

定資産は次の通りであります。

　なお、当該固定資産の減価償却費は営

業外費用として計上しております。

※２．有形固定資産に含まれる重要な休止固

定資産は次の通りであります。

　なお、当該固定資産の減価償却費は営

業外費用として計上しております。

建物及び構築物 634,345千円

土地 41,177千円

建物及び構築物 592,785千円

土地 41,177千円

建物及び構築物 613,814千円

土地 41,177千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。

※１．－

　

※１．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しま

した。

場所 用途 種類

愛知県瀬戸市 遊休地 土地

場所 用途 種類

愛知県瀬戸市 遊休地 土地

宮崎県西都市 遊休地 土地

　当社は、資産グループを光部品事業資

産、光測定器事業資産、賃貸資産、遊休

資産とし、特に光部品事業資産をフィル

タ製品製造資産及びフィルタ製品以外光

部品製造資産に分類しております。

　瀬戸市に保有する遊休地については、

市場価格が帳簿価額より著しく下落して

いることにより帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失4,738

千円として特別損失に計上しております。

　なお、瀬戸市遊休地の回収可能価額は

正味売却価額により測定し、金額の重要

性が乏しいことを勘案して、固定資産税

評価額に一定の調整を加える合理的と思

われる方法による測定額を、回収可能価

額として評価しております。

　当社は、資産グループを光部品事業資

産、光測定器事業資産、賃貸資産、遊休

資産とし、特に光部品事業資産をフィル

タ製品製造資産及びフィルタ製品以外光

部品製造資産に分類しております。

　瀬戸市及び西都市に保有する遊休地に

ついては、市場価格が帳簿価額より著し

く下落していることにより帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失8,774千円として特別損失に計上し

ております。その内訳は、瀬戸市土地

7,080千円、西都市土地1,693千円であり

ます。

　なお、瀬戸市及び西都市遊休地の回収

可能価額は正味売却価額により測定して

おり、近隣売買事例等を勘案した自社に

おける合理的な見積もり額を、回収可能

価額として評価しております。

※２．特別損失の「その他」のうち主要なも

の

※２．特別損失の「その他」のうち主要なも

の

※２．特別損失の「その他」のうち主要なも

の

商品評価損 5,624千円 固定資産除却損 117千円 商品評価損 5,624千円

たな卸資産廃棄損 10,527千円

固定資産除却損 294千円

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額

有形固定資産 148,698千円

無形固定資産 29,720千円

有形固定資産 104,606千円

無形固定資産 25,229千円

有形固定資産 285,262千円

無形固定資産 59,299千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月1日　至　平成18年９月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類  前事業年度末  増加  減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 67 － － 67

（リース取引関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業計年度のいずれにおいてもリース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引については、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。

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 552円14銭

１株当たり中間純損失 △24円70銭

１株当たり純資産額 533円06銭

１株当たり中間純損失 △12円06銭

１株当たり純資産額 545円02銭

１株当たり当期純損失 △32円30銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。

　同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

（注）　１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） △294,854 △143,956 △385,613

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
△294,854 △143,956 △385,613

期中平均株式数（株） 11,938,733 11,939,566 11,938,791

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権２種類（新

株予約権の数817個及び

848個）。

新株予約権２種類（新

株予約権の数797個及び

812個）。

新株予約権２種類（新

株予約権の数810個及び

848個）。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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