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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）金額は百万円未満を切り捨て

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 8,211 15.4 54 △71.5 174 △39.5

17年９月中間期 7,116 △8.8 190 △46.1 288 △26.9

18年３月期 14,765 216 402

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △1,339 － △98 70 － －

17年９月中間期 154 △23.9 13 32 13 24

18年３月期 165 13 71 13 29

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 34百万円 17年９月中間期 24百万円 18年３月期 42百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 13,570,034株 17年９月中間期 11,593,200株 18年３月期 12,049,989株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(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

18年９月中間期 16,673 7,882 46.9 566 31

17年９月中間期 16,148 7,698 47.6 664 09

18年３月期 16,541 8,901 53.8 674 61

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 13,818,100株 17年９月中間期 11,593,200株 18年３月期 13,195,100株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △9 △233 △236 1,498

17年９月中間期 565 △434 311 1,921

18年３月期 776 △753 469 1,975

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 6社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 3社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（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 17,000 300 △1,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△86円84銭

（注）業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によ

り予想数値と異なる可能性があります。
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１．企業集団の状況
　当企業集団（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社モリテックス）、子会社６社および関連会社３社によ

り構成されており、光応用機器事業、機能性材料事業、バイオ関連事業、その他の事業およびそれに付帯する事業を行っ

ております。

　当企業集団の経営理念に立った多くの事業を推進するため、生産（量産対応）および、新技術調査開発ならびに市場

ニーズに直結したマーケティングを関係会社と共に行い、国内外にわたるネットワークの強化を図り、業績の拡大に努

めております。

　製品の製造にあたりましては、当社の事業所では新製品の開発と試作製造、外注製造に係る半製品の組立と調整、さ

らには客先仕様に合わせたソフトウエア付け、ならびに外注先の指導・管理や品質検査・品質管理等を行っております

が、量産および組み立て用部品製造につきましては関係会社（モリテックス香港有限公司、（株）東北モリテックス等）

ならびに協力会社に依頼して行っております。

　販売に関しましては、国内における製・商品販売は大部分を当社からエンドユーザーおよび商社に対して販売し、一

部を関係会社（モリテックス販売（株）、（株）東北モリテックス等）を通じて販売しております。輸出につきまして

は、主に当社からの直接販売によるほか、各国の関係会社（モリテックス U.S.A., INC.、モリテックス EUROPE 

LTD.等）を通じて販売しております。

　当社および関係会社の位置づけは次の通りであります。

セグメント別事

業区分
品種別分野 関連市場 主要製・商品 関係会社（※製造）

光応用機器 マシンビジョン

システム（注１）

半導体製造装置

電子部品実装機

液晶製造装置

産業機器

他

MML（マシンマイクロレンズ）

CCDカメラ

光源装置およびランプ

光ファイバライトガイド

LED照明

UV照射装置　  　　　等

 モリテックス U.S.A.,INC.

 モリテックス EUROPE LTD.

モリテックス販売（株）

モリテックス香港有限公司　(※)

(株)東北モリテックス　  （※）

(株)モリテックス・プレシジョン

センサーテクノロジー(株)（※）画像機器関連 品質管理

コスメティック

関連

他

CCDマイクロスコープ（スコープマン）

コスメティック用CCDマイクロスコー

プ（チャームビュー）

コスメティック用肌カウンセリングシ

ステム　等

光通信関連 通信機器

電子部品

他

 光デバイス用自動調芯装置(FOCAL)

光通信用部品

超精密測長器　　　　等

検査・計測機器 自動車部品

半導体　　

　   　　他

高速立体画像処理検査システム

液晶配向膜検査装置

エリプソメータ　     等

機能性材料 材料・素材関連 電線

産業機器

油空圧機器

分析機器

医療用機器　

　   　他

高純度石英

各種精密球

シール材

ポリイミドチューブ　等

 モリテックス U.S.A.,INC.

モリテックス販売（株）

(株)東北モリテックス

(株)モリテックス・プレシジョン

バイオ関連（注

２）

LA・環境関連

遺伝子解析

製薬・創薬

研究機関

他

液相合成装置（L－COS）

化合物精製装置（Purif）

 全自動固相抽出装置(EX-MULTI)

表面プラズモン共鳴バイオセンサ

DNA・SNPs受託解析　　等

その他 テクノアート製品・

商品

アート関連

インテリア関

連   　他

各種ビーズ

球体インテリア    　等

各種役務の提供

－
人材派遣　　　　　　 (株)コルク

 北米地区の市場調査　等 キャビアン　インターナショナルINC.

（注１）従来、分野名称を「光ファイバ関連」としておりましたが、事業の拡大にあわせ、当中間連結会計期間より「マ

シンビジョンシステム」に変更しております。

（注２）従来、セグメント名称を「バイオ関連機器」としておりましたが、事業の拡大にあわせ、当中間連結会計期間よ

り「バイオ関連」に変更しております。
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　以上の企業集団の状況について事業の系統図を示すと次の通りであります。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

＜経営理念＞

　当企業集団は常に「独自性」と「先進性」を貫き『光』の活用をベースとした新技術、新製品の開発によって産

業界の発展と、より豊かな国際社会の実現に貢献いたします。

(1）常にハイテクを指向する研究開発型企業として、社会の発展に貢献する。

(2）絶えず成長産業を研究し、その関連分野に進出する。

(3）オリジナルな技術を尊び、常に企業の独自性を追求する。

(4）事業の垂直・水平展開による積極的発展を目指す。

(5）時代や経済環境の変化に対し、柔軟かつスピーディーに対応する。

(6）常に国際的なマインドを保持する企業であること。

(7）全社員が夢を持てる企業であること。

(8）人と地球にやさしい企業であること。

　これらの基本方針に基づき市場、顧客満足度の向上に努め、健全な継続的成長を実現することにより、社会、株

主、社員にとって価値ある企業作りに励んでまいります。

＜イノベーション経営の推進＞

　技術進歩とグローバル化の同時進行で激変する経営環境下、当企業集団は「CHANGE」、「INNOVATION」、「NEW 

BEGINNINGS」をテーマに継続的な改善努力を重ね、また変化に柔軟に対応しつつ、「企業価値」の増大に向けて努

力してまいります。

＜総合力の強化＞

（技術開発および技術展開力の強化）

　蓄積された技術およびノウハウの応用展開と新技術開発へのたゆまぬ努力を重ね、高度技術（ハイテク）をもっ

て、社会のニーズに適合する新事業開発を積極的に展開してまいります。

（知的生産性の強化・向上）

　根本的な経営資源である「人」の主体性を重んじたヒューマンネットワークを構築し、知の創造と活用をもっ

て全社的な生産性の向上に努めてまいります。

（高収益体質の強化）

　コスト低減活動を強力に推進し、高収益体質を強化してまいります。

（企業集団間の連携の強化）

　グループ経営ビジョンのもと、情報の共有化と有効活用に努め、技術、R＆D、製造、販売、アドミニストレー

ション等を関係会社間において、有機的に結合させ更なる発展を目指します。

（危機管理能力の強化）

　激変する経営環境に常に対し、組織的に常に対処できる様、個々の予知、予見能力、適切な対応・判断力等を

育成してまいります。

＜グローバル経営の展開＞

　アジア、北米、欧州の３拠点を有機的に結びつけ、企業理念ならびに目標の共有化を図り、同時に各地域の文化、

習慣、環境、人を尊び、真のグローバル化を目指してまいります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元対策を経営の重要課題として捉え、適正な利益配分を安定的に継続して行うことを

基本方針としております。

　また、内部留保金につきましては、継続的な成長と発展のために、国内・海外への投資、研究開発等の原資として

充当してゆく予定であります。

３．中長期的な経営戦略と対処すべき課題

  2004年度にスタートした当企業集団の中期３ヶ年計画「３G200PLAN」は、１.Global化の推進、２.Growth計画の達

成、３.Green化への積極的な取り組みにより、2006年度において連結売上高20,000百万円、連結経常利益率10％を達

成することを目標としておりました。

　しかしながら、当中間期における特別損失の計上により、利益面については誠に遺憾ながら大幅な未達を余儀なく

される見通しであります。また、売上高規模についても、20,000百万円という目標に対しては未達となりますが、計

画開始時に比べ着実な成長を遂げることが出来たものと考えており、次期中期経営計画では、拡大した事業基盤を元

に、「3G200PLAN」で得られた教訓を織り込んで策定を行ってまいります。
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　当企業集団の各事業セグメントの販売先は基本的に成長産業分野を対象としており、今後も事業環境の変動はあり

つつも、長期的には各市場は着実に成長していくものと予測しています。

　当社企業集団としては、下記に掲げる「3G200PLAN」のアクションプランを着実に遂行し、かつ不採算事業の徹底的

な見直しを図っていくことで、当社の業容の拡大に繋がるものと確信しております。

　中期３ヶ年計画「３G200PLAN」における具体的なアクションプランの骨子は以下の通りです。

１．事業構造と事業システムの再構築

(1）マシンビジョンシステム製品の見直しと低コスト生産

(2）バイオ・ライフサイエンス事業の早期中核事業化

(3）コスメ関連機器事業の拡大

(4）海外市場開拓力の強化

(5）センサー関連機器事業分野の強化

(6）全事業の早期黒字化

２．事業構造再構築の為のインフラ整備

(1）資源の最適配分と有効活用

(2）人材の育成

(3) Green化への取り組みとフォロー

３．コンプライアンス経営の徹底

４．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は独自の技術開発により国際社会に貢献することを通じ

て企業価値を継続的に高めるとともに、経営の健全性、透明性を確保しつつ効率性を高めることを主眼としておりま

す。また、当社の事業内容等を的確に理解していただけるよう、株主や投資家に向けた積極的かつ適切な情報開示を

行っております。

(1）会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等

①　取締役会

　取締役会は、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役および執行役員の業務執行を監

督しております。

　また、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べまた報告を行っております。

②　監査役制度および監査役制度

　当社は監査役会制度および監査役制度採用会社であります。監査役は４名（常勤監査役１名）であり、全員

が社外監査役であります。また、監査役全員で構成される監査役会は、監査の方針、監査計画、監査の方法お

よび監査業務の分担等を策定するとともに、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を

行っております。

③　内部監査体制

　内部監査を担当する監査室は、毎年作成する監査計画に基づき業務監査を定期的に実施し、監査結果を社長

に報告するとともに、被監査部門に対し改善等の指示を行い、また改善措置の実施について監督を行うなどの

有効な内部監査を実施し、経営の合理化ならびに効率化に努めております。

④　会計監査の状況

　当社は、会社法に基づく会計監査人および証券取引法に基づく会計監査人に協栄監査法人を起用しておりま

す。当社と同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はな

く、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する

ことのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で監査契約書を締結し、それに基づいて報酬

を支払っております。

(2）リスク管理体制の整備とコンプライアンスの状況

　当社は中期３ヵ年計画のアクションプランとしてコンプライアンス経営の徹底を掲げるなど、従来より法令遵

守意識の向上や違法行為・不正行為等の発生抑制・未然防止に努めております。また、法令等諸制度の変更に対

応しつつ、コンプライアンス体制の強化に向けた取り組みを継続するとともに、平成17年４月１日よりリーガル

本部を新たに設置し、その徹底強化を図っております。

(3）会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　記載すべき利害関係はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．当中間期の概況

売上高 82億１千１百万円 （前年同期比　　　　15.4％増）

営業利益 ５千４百万円 （　　同　　　　　　71.5％減）

経常利益 １億７千４百万円 （　　同　　　　　　39.5％減）

中間純損失 13億３千９百万円 （前年同期  中間純利益　 １億５千４百万円）

１株当たり中間純損失 98.70円 （前年同期  １株当たり中間純利益　13.32円）

総資産 166億７千３百万円 （前年同期比　　　　 3.2％増）

純資産 78億８千２百万円 （　　同　　　　　　 0.9％増）

自己資本比率 46.9％ （　　同　　　　　　 0.7％減）

当中間期の業績全般の概況

　当中間期における我が国経済は、好調な企業収益を背景として民間設備投資が拡大し、雇用・所得環境の改善に

伴う個人消費増加傾向が続いたことから、景気は回復基調が持続いたしました。

　このような事業環境の中、当企業集団の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装機業界、液晶製造

装置業界においては、メーカーの設備投資意欲が活発であったことから、売上高は光応用機器事業のマシンビジョ

ンシステムや機能性材料事業を中心に計画を上回る進捗が見られました。

　しかし、マシンビジョンシステム部門では、客先仕様に合わせた製品を中心に売上高は増加いたしましたが、販

売競争の激化により製品の利益率が低下したことに加え、利益率の高い製品の販売比率が低下したことなどから、

営業利益は計画値の水準にとどまりました。

　画像機器部門においては、工業製品分野向けCCDマイクロスコープ（スコープマン）に関し、技術的な改善点が発

生したことから、生産コストが計画を大きく上回りました。化粧品業界向けの肌カウンセリングシステムに関して

も、売上高は計画値で推移したものの、客先からの販売価格低減要求に加え、製品の仕様変更などの要因により生

産コストが想定より嵩んだことから、利益面については当初計画を大きく下回る結果となりました。

　さらに、その他の事業でコンシューマー向けビジネスとして展開していた「ビーズショップ　キャビアン」につ

いては、事業採算の改善を図るべく、店舗の統廃合を進めてまいりましたが、今後の収益化が見込めないため、こ

れ以上の営業損失発生を食い止めるべく事業の廃止を決定いたしました。

　当該事業の廃止に伴い、事業整理損として1,002百万円、閉鎖店舗に係わる固定資産73百万円を減損損失として計

上し、加えて、今後適用が予定されている「棚卸資産の評価原則に関する会計基準」を視野に入れ、社内資産の精

査を実施し、今後の販売見込が薄い光応用機器事業等の在庫品400百万円については、同会計基準の早期適用により

財務体質健全化を目的としてたな卸資産時価評価損として特別損失に計上することといたしました。

　以上の結果、当中間期の売上高は、8,211百万円（前年同期比15.4％増）、経常利益174百万円（前年同期比

39.5％減）、中間純損失は1,339百万円（前年同期　中間純利益154百万円）となりました。

２. 当期のセグメント別概況

光応用機器事業　　売上高6,577百万円（前年同期比17.5％増）、営業利益525百万円（前年同期比10.3％減）

（マシンビジョンシステム）

　当中間期は、半導体製造装置業界、電子部品実装機業界、液晶製造装置業界においては、メーカーの設備投

資意欲が活発であったことから、客先仕様に合わせた製品を中心に売上高は増加いたしました。しかし、販売

競争の激化により製品の利益率が低下したことに加え、利益率の高い製品の販売比率が低下したことなどから、

営業利益伸長率は売上高伸長率の半分強の水準にとどまりました。

　当部門の売上高は5,207百万円で、前年同期比24.3％の増加となりました。
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（画像機器）

　当中間期は、大手化粧品メーカー向けのコスメティック用肌カウンセリングシステムに大口の入替需要があっ

たことから、売上高は好調であった前年同期と同水準で推移いたしました。

　しかしながら、客先からの販売価格低減要求に加え、製品の仕様変更などの要因により生産コストが想定よ

り嵩んだことから、利益面については前年同期を大きく下回る結果となりました。

　また、工業製品分野向けCCDマイクロスコープ（スコープマン）については、主力製品である「スコープマン

MS-804」に技術的な改善点が発生したことから、売上高は前年同期と同水準で推移したものの、生産コストが

増大し、利益面では前年同期を下回りました。

　当部門の売上高は1,068百万円で、前年同期比3.5％の減少となりました。

（光通信関連機器）

　光通信市場については、日本国内でのFTTH（Fiber to the Home）需要が拡大し、また欧米においてもFTTH投

資拡大の兆候が見えてきております。しかしながら、光通信用モジュールの販売価格は低下傾向にあり、競争

は激化しております。

　当部門では、球面レンズ・非球面レンズにターゲットを絞った営業活動に注力した結果、売上高は前年同期

に比べ増加し、また利益面についても、営業損失の改善が見られました。

　当部門の売上高は売上高285百万円で、前年同期比14.8％の増加となりました。

（検査・計測機器部門）

　検査・計測機器部門では、光学技術を用いた検査用機器の販売を行っており、当中間期は、期初に発売した

世界初のインライン対応液晶配向膜検査装置「LayScan（レイ・スキャン)」の販売活動に注力いたしました。

　インライン型の検査装置については、仕様決定に時間が掛かることから、当中間期は売上計上には至らず、

当部門の売上高は16百万円で前年同期比69.4％の減少となりました。

機能性材料事業　　売上高818百万円（前年同期比33.5％増）、営業利益55百万円（前年同期比102.2％増）

　機能性材料事業では、優れた技術に基づく高機能商品を広く世界に求め、当企業集団が国内独占販売権・準独

占販売権を持つ各種材料ならびに商品を輸入し、これらに技術サービスを付加し販売しております。

　当中間期の業績は、FTTH向け通信用光ファイバの需要が拡大したことから、高純度石英棒の売上高が急増いた

しました。また、景気の回復基調が続いたことから、高機能テフロンシール（BAL SEAL）や医療分野向け極細ポ

リイミドチューブ等の商品の取扱が全般的に好調であったため、当事業の売上高は前年同期を大きく上回ること

となりました。

バイオ関連事業　　売上高474百万円（前年同期比5.2％減）、営業損失186百万円（前年同期比40.7％増）

　バイオ関連事業では、分析前処理装置、液相合成装置、化合物精製装置、濃縮装置、分注装置、プレートリー

ダーなどの各種研究支援機器、臨床検査用機器の製造・販売、DNA・SNPs受託解析サービスなどを行っております。

　当中間期の業績につきましては、化合物精製装置 (Purifシリーズ)および消耗品を中心として、競合企業との

販売競争が激化したことに加え、前期より本格的に事業を開始した遺伝子発現受託解析サービスで顧客獲得に向

けた特別価格キャンペーンを実施したことなどから、売上高は前年同期と比べ若干減少いたしました。

　また、利益面では、上記の理由に加え、今後の事業拡大に向け、内製比率拡大を目的とした開発投資などを実

施したことから、前年同期に比べ、営業損失が拡大いたしました。 

その他の事業　　売上高341百万円（前年同期比15.9％減）、営業損失340百万円（前年同期比17.1％増）

　当中間期、「ビーズショップ　キャビアン」では、事業の縮小に向けた店舗の統廃合を進め、同時に在庫処理

推進のため店舗閉店時にセールを積極的に行い、ビーズ在庫の現金化を促進いたしました。

　事業縮小方針に則り、期初に30店舗あった店舗数は、９月末現在で14店舗にまで減少しております。

　当中間期の業績については、店舗閉店時に大幅な割引価格で販売を行ったため、前年同期に比べ売上高が減少

すると共に、利益面についても営業損失が拡大いたしました。

　なお、コンシューマー向けビーズショップ事業については、当期中に事業の廃止を行うことを決定しておりま

す。
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３．財政状態（連結）の変動状況

　総資産は16,673百万円となり、前中間連結会計期間末に比べ524百万円増加いたしました。主な要因は、売上債権

の増加および投資有価証券の取得であります。

　負債は前中間連結会計期間末に比べ450百万円増加し、8,791百万円となりました。また、純資産は7,882百万円と

なりました。自己資本比率は0.7％減少し、46.9％となりました。

　 （キャッシュ・フロー計算書）

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、売上債権と仕入債務の増加等により、９百万円の減少となりまし

た。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、投資有価証券の取得等がありましたが、各種設備投資の実施が下半

期以降にずれ込んだことなどにより、233百万円の減少となりました。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、新株予約権の行使による増資収入が323百万円ありましたが、借入金

返済の結果、236百万円の減少となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間における現金および現金同等物の残高は1,498百万円となり、前中間連結会計期

間末と比較して422百万円の減少となりました。

当中間期 前中間期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△9 565 △575

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△233 △434 201

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△236 311 △548

現金および現金同等物の期末残高（百万円） 1,498 1,921 △422

４．通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、景気は国内民需と好調な企業収益に支えられ、当面は回復基調で推移するものと見

込まれます。

　当企業集団の業績に大きな影響を与える半導体製造装置業界、電子部品実装機業界では、一時的な在庫調整局面が

現出するものの、短期間で在庫調整は完了し、その後は受注が上向くものと考えられます。

　液晶製造装置業界においては、パネルの単価下落と生産設備の過剰感が続いていることから、新規の設備投資は若

干弱含みとなるものと予測されます。

　このような事業環境の中、当企業集団では、当下半期において平成14年以来事業を展開してきたコンシューマー向

けビーズショップ事業を廃止することを決定いたしました。

　コンシューマー向けビーズショップ事業については、事業開始以降、店舗数の拡大に伴い売上高は拡大して参りま

したが、固定費の負担が当初の見込みを大きく上回り、また、ビーズブームの沈静化やコンシューマー向けビジネス

のノウハウ不足などの要因により継続的に営業損失を発生させて参りました。

　この事業を廃止することにより、一時的には大きな損失が発生いたしますが、これ以上の損失拡大を防止すること

により、企業価値向上に繋がるものであることを確信しております。

　今後は当社のコア事業である光応用機器事業と、次世代の事業の柱として育成中の事業であるバイオ関連事業に経

営資源を集中し、業容の拡大を図って参ります。

　当下半期の施策としては、当企業集団の主力であるマシンビジョンシステム部門においては、高付加価値製品の販

売を重点的に行い収益力を強化すると共に、各営業部門への販促用デモ機の重点配備によるサービスの向上により、

シェア拡大を図って参ります。

　バイオ関連事業においては、精製装置「Purifシリーズ」などの装置類に付加価値をつけるオプションの開発を行う

とともに、事業提携を実施している株式会社ジェネティックラボと共同で、GLP（試験実施適正基準）に基づくファー

マコゲノミクス(PGx)試験受託解析センターを設置し、DNA関連ビジネスの核に据え事業の収益化に注力してまいりま

す。

　以上の諸施策を実施すると共に、従来から継続しているコスト削減策などについても一層推進し、利益率の向上を

図り、当企業集団の業容の拡大に努めてまいります。

　通期（平成18年３月期）の業績予想につきましては、売上高17,000百万円、経常利益300百万円、当期純損失1,200

百万円を見込んでおります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,921,395   1,498,465   1,975,026  

２　受取手形及び売掛
金

  2,822,258   4,103,166   3,440,966  

３　たな卸資産   4,687,548   4,523,800   4,509,067  

４　前払費用   44,810   68,709   84,128  

５　未収入金   151,009   82,815   60,980  

６　繰延税金資産   190,244   206,682   190,207  

７　その他   179,337   82,763   115,110  

貸倒引当金   △29,419   △34,918   △29,673  

流動資産合計   9,967,184 61.7  10,531,485 63.2  10,345,813 62.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  2,236,868   2,433,361   2,472,870   

減価償却累計額  648,920 1,587,947  742,732 1,690,629  698,224 1,774,646  

(2）機械装置及び運
搬具

 1,334,746   1,372,209   1,353,748   

減価償却累計額  921,852 412,893  1,006,003 366,206  969,838 383,909  

(3）工具器具及び備
品

 2,515,437   2,585,660   2,571,468   

減価償却累計額  1,734,147 781,289  1,877,404 708,255  1,779,614 791,844  

(4）土地   1,736,712   1,764,912   1,764,912  

(5）建設仮勘定   295,902   104,018   86,057  

有形固定資産合計   4,814,745 29.8  4,634,022 27.8  4,801,370 29.0

２　無形固定資産           

(1）借地権   30,262   30,690   31,057  

(2）ソフトウエア   50,243   54,470   55,039  

(3）連結調整勘定   1,241   －   －  

(4）その他   48,440   41,191   44,669  

無形固定資産合計   130,188 0.8  126,353 0.7  130,766 0.8
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   238,504   371,455   268,355  

(2）関係会社株式   139,421   186,094   155,956  

(3）破産債権等   1,583   2,211   1,680  

(4）繰延税金資産   328,195   381,587   346,908  

(5）その他   530,355   442,319   492,679  

貸倒引当金   △1,583   △2,211   △1,680  

投資その他の資産合
計

  1,236,476 7.7  1,381,457 8.3  1,263,899 7.7

固定資産合計   6,181,410 38.3  6,141,832 36.8  6,196,036 37.5

資産合計   16,148,594 100.0  16,673,317 100.0  16,541,850 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛
金

  2,457,097   3,370,662   2,687,879  

２　短期借入金   2,140,205   1,739,711   1,940,612  

３　１年以内返済予定
の長期借入金

  541,600   546,240   535,350  

４　未払金   228,106   207,542   220,283  

５　未払法人税等   112,535   43,324   34,349  

６　賞与引当金   198,720   213,911   183,735  

７　事業整理引当金 ※３  －   600,000   －  

８　たな卸資産時価評
価引当金

※４  －   400,000   －  

９　その他   130,195   84,973   143,686  

流動負債合計   5,808,459 36.0  7,206,365 43.2  5,745,897 34.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   892,890   604,500   908,930  

２　新株予約権付社債   800,000   －   －  

３　退職給付引当金   833,225   937,382   884,190  

４　新株予約権   5,698   －   2,849  

５　連結調整勘定   －   －   47,228  

６　負ののれん   －   42,786   －  

固定負債合計   2,531,813 15.7  1,584,668 9.5  1,843,197 11.2

負債合計   8,340,272 51.7  8,791,034 52.7  7,589,095 45.9

（少数株主持分）           

少数株主持分   109,370 0.7  － －  51,280 0.3

－ 10 －



  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,544,845 15.8  － －  3,156,847 19.1

Ⅱ　資本剰余金   2,615,662 16.2  － －  3,224,809 19.5

Ⅲ　利益剰余金   2,549,656 15.7  － －  2,502,436 15.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  18,714 0.1  － －  36,139 0.2

Ⅴ　為替換算調整勘定   △21,483 △0.1  － －  △10,288 △0.1

Ⅵ　自己株式   △8,444 △0.1  － －  △8,469 △0.0

資本合計   7,698,951 47.6  － －  8,901,474 53.8

負債・少数株主持分
及び資本合計

  16,148,594 100.0  － －  16,541,850 100.0

           
           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 3,320,170 19.9 － －

２　資本剰余金  － － 3,387,658 20.3 － －

３　利益剰余金  － － 1,097,036 6.6 － －

４　自己株式  － － △8,469 △0.1 － －

株主資本合計  － － 7,796,396 46.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 28,930 0.2 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 7,754 0.0 － －

３　為替換算調整勘定  － － △7,755 △0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 28,928 0.2 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 56,958 0.4 － －

純資産合計  － － 7,882,283 47.3 － －

負債純資産合計  － － 16,673,317 100.0 － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,116,763 100.0  8,211,459 100.0  14,765,470 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  4,633,817 65.1  5,856,764 71.3  9,729,112 65.9

売上総利益   2,482,945 34.9  2,354,695 28.7  5,036,358 34.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１
※２

 2,292,666 32.2  2,300,553 28.0  4,819,575 32.6

営業利益   190,278 2.7  54,141 0.7  216,782 1.5

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息及び配当
金

 3,494   3,164   8,217   

２　為替差益  51,853   69,993   97,392   

３　仕入割引  2,784   128   3,595   

４　研究開発補助金  40,051   16,095   80,245   

５　持分法による投資
利益

 24,217   34,028   42,252   

６　雑収入  6,875 129,277 1.8 24,097 147,508 1.8 17,083 248,786 1.7

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  18,903   22,367   37,772   

２　手形等売却損  8,799   5,104   15,209   

３　有価証券等評価損  705   －   －   

４　雑損失  3,135   －   －   

５　その他資産除却損  － 31,544 0.4 － 27,471 0.4 10,375 63,357 0.5

経常利益   288,011 4.1  174,177 2.1  402,211 2.7

Ⅵ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※３ 8,502   721   32,887   

２　投資有価証券等評
価損

 －   －   679   

３　事業整理損 ※４ －   1,002,955   －   

４　たな卸資産時価評
価損

※５ －   400,000   －   

５　投資評価損  －   46,846   －   

６　減損損失 ※６ 34,824 43,326 0.6 73,728 1,524,252 18.5 107,049 140,616 0.9

税金等調整前中間
（当期）純利益又
は中間(当期)純損
失(△)

  244,684 3.5  △1,350,074 △16.4  261,594 1.8

法人税、住民税及
び事業税

 101,904   35,120   99,146   

法人税等調整額  △17,156 84,748 1.2 △51,513 △16,393 △0.2 △14,347 84,799 0.6

少数株主利益   5,527 0.1  5,709 0.1  11,607 0.1

中間（当期）純利
益又は中間当期)純
損失(△)

  154,408 2.2  △1,339,391 △16.3  165,187 1.1
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,615,662  2,615,662

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

     

１　新株予約権の行使に
よる新株の発行

 －  210,249  

２　新株予約権社債の発
行・行使による新株
の発行

 － － 398,898 609,147

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  2,615,662  3,224,809

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,453,247  2,453,247

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  154,408 154,408 165,187 165,187

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  57,999 57,999 115,998 115,998

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  2,549,656  2,502,436
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  (4) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（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 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 3,156,847 3,224,809 2,502,436 △8,469 8,875,623

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の発

行
163,323 162,849   326,172

剰余金の配当（注）   △66,008  △66,008

中間純損失   △1,339,391  △1,339,391

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額)
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
163,323 162,849 △1,405,399  △1,079,227

平成18年９月30日　残高（千円） 3,320,170 3,387,658 1,097,036 △8,469 7,796,396

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 36,139 － △10,288 25,850 2,849 51,280 8,955,604

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の

発行
    △2,849  323,323

剰余金の配当（注）       △66,008

中間純損失       △1,339,391

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
△7,208 7,754 2,532 3,077  5,677 8,755

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△7,208 7,754 2,532 3,077 △2,849 5,677 △1,073,321

平成18年９月30日　残高（千円） 28,930 7,754 △7,755 28,928 － 56,958 7,882,283

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

 至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

 至　平成18年９月30日）

 前連結会計年度の

 要約連結キャッシュ・フロー

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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前中間（当期）純利益又

は中間(当期)純損失(△)
 244,684 △1,350,074 261,594

２　減価償却費  254,659 247,879 543,474

３　連結調整勘定償却額  368 － △1,436

４　のれん償却額  － △4,441 －

５　退職給付引当金の増加額  42,689 53,191 93,654

６　貸倒引当金の増加額  1,188 5,775 1,538

７　固定資産除却損  8,502 721 32,887

８　投資評価損  － 46,846 －

９　投資有価証券評価損  705 － 679

10　事業整理損  － 1,002,955 －

11　たな卸資産時価評価損  － 400,000 －

12　雑損失  3,135 － －

13　その他資産除却損  － － 10,375

14　持分法による投資利益  △24,217 △34,028 △42,252

15　減損損失  34,824 73,728 107,049

16　受取利息及び受取配当金  △3,494 △3,164 △8,217

17　支払利息  18,903 22,367 37,772

18　手形等売却損  8,799 5,104 15,209

19　為替差益  △51,853 △69,993 △97,392

20　研究開発補助金  △40,051 △16,095 △80,245

21　売上債権の増加額  △166,871 △665,494 △785,677

22　たな卸資産の減少（△増加）額  △58,591 △400,980 120,017

23　その他流動資産の減少（△増加）額  88,437 △11,176 116,006

24　仕入債務の増加額  205,108 749,078 525,123

25　その他流動負債の増加（△減少）額  109,970 △41,649 100,599

小計  676,897 10,549 950,763

26　利息及び配当金の受取額  3,494 3,164 8,217

27　関係会社からの配当金の受取額  2,000 3,890 3,500

28　利息の支払額  △19,602 △22,364 △37,623

29　手形等売却損の支払額  △8,799 △5,104 △15,209

30　研究開発補助金の受取額  40,051 16,095 80,245

31　法人税等の支払額  △128,362 △16,190 △213,179

営業活動によるキャッシュ・フロー  565,677 △9,959 776,712
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

 至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

 至　平成18年９月30日）

 前連結会計年度の

 要約連結キャッシュ・フロー

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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　有形固定資産の取得による支出  △386,118 △148,042 △708,556

２　無形固定資産の取得による支出  △7,868 △19,743 △27,817

３　連結子会社株式の追加取得による支

出
 － － △16,500

４　持分法適用の範囲の変更を伴う関係

会社株式の取得による支出
 △56,700 － △56,700

５　投資有価証券の取得による支出  △421 △115,257 △734

６　投資その他の資産に関する収入・支

出（純額）
 16,756 49,803 57,168

投資活動によるキャッシュ・フロー  △434,352 △233,239 △753,139

     

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入れによる収入  201,386 241,626 510,612

２　短期借入金の返済による支出  △300,000 △442,482 △816,691

３　長期借入れによる収入  － － 300,000

４　長期借入金の返済による支出  △324,685 △293,510 △619,020

５　新株予約件付社債の発行・行使によ

る収入 
 800,000 － 800,000

６　新株予約権の行使による増資収入  △11,680 323,323 406,620

７　新株予約権の発行による収入  5,698 － 5,698

８　自己株式の取得による支出  － － △25

９　配当金の支払額  △57,725 △65,594 △116,610

10　少数株主への配当金の支払額  △1,500 － △1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー  311,493 △236,638 469,083

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3,218 3,277 7,011

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額　　　(△

減少額）
 446,037 △476,560 499,668

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,475,357 1,975,026 1,475,357

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末　　(期

末）残高
※１ 1,921,395 1,498,465 1,975,026
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 　子会社は全て連結しております。

当該連結子会社は、在外法人モリ

テックス U.S.A.,INC.、モリテック

ス EUROPE LTD.、キャビアン イン

ターナショナル INC.およびモリテッ

クス香港有限公司の４社と国内法人

モリテックス販売㈱および㈱コルク

の２社の合計６社であります。

　子会社は全て連結しております。

当該連結子会社は、在外法人モリ

テックス U.S.A.,INC.、モリテック

ス EUROPE LTD.、キャビアン イン

ターナショナル INC.およびモリテッ

クス香港有限公司の４社と国内法人

モリテックス販売㈱および㈱コルク

の２社の合計６社であります。

　子会社は全て連結しております。

当該連結子会社は、在外法人モリ

テックス U.S.A.,INC.、モリテック

ス EUROPE LTD.、キャビアン イン

ターナショナル INC.およびモリテッ

クス香港有限公司の４社と国内法人

モリテックス販売㈱および㈱コルク

の２社の合計６社であります。

２　持分法の適用に関する事項 　関連会社については持分法を適用

しております。

　持分法適用会社は㈱東北モリテッ

クス、㈱モリテックス・プレシジョ

ンおよびセンサーテクノロジー㈱の

３社であります。

　センサーテクノロジー㈱は新たに

株式を取得したことにより、当中間

連結会計期間より持分法適用の関連

会社に含めることといたしました。

　㈱モリテックス・プレシジョンお

よびセンサーテクノロジー㈱の中間

決算日は連結中間決算日と一致して

おりますが、㈱東北モリテックスの

中間決算日は６月30日であります。

持分法適用に当っては、当該関連会

社の中間会計期間に係る中間財務諸

表を使用しております。

　関連会社については持分法を適用

しております。

　持分法適用会社は㈱東北モリテッ

クス、㈱モリテックス・プレシジョ

ンおよびセンサーテクノロジー㈱の

３社であります。

　㈱モリテックス・プレシジョンお

よびセンサーテクノロジー㈱の中間

決算日は連結中間決算日と一致して

おりますが、㈱東北モリテックスの

中間決算日は６月30日であります。

持分法適用に当っては、当該関連会

社の中間会計期間に係る中間財務諸

表を使用しております。

　関連会社については持分法を適用

しております。

　持分法適用会社は㈱東北モリテッ

クス、㈱モリテックス・プレシジョ

ンおよびセンサーテクノロジー㈱の

３社であります。

　なお、センサーテクノロジー株式

会社については、新たに株式を取得

したことから当連結会計年度より持

分法適用の関連会社に含めておりま

す。

　㈱モリテックス・プレシジョンお

よびセンサーテクノロジー㈱の決算

日は連結決算日と一致しております

が、㈱東北モリテックスの決算日は

12月31日であります。持分法適用に

当っては当該関連会社の事業年度に

係る決算財務諸表を使用しておりま

す。

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　国内連結子会社２社の中間決算日

は、連結中間決算日と一致しており

ます。

　在外連結子会社のうち、モリテッ

クス EUROPE LTD.、キャビアン イン

ターナショナル INC.およびモリテッ

クス香港有限公司の中間決算日は６

月30日であり、モリテックス 

U.S.A.,INC.の中間決算日は８月31

日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、それぞれ６月30日現在若しく

は８月31日現在の中間財務諸表を使

用しておりますが、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っておりま

す。

 

 

 

同左

　国内連結子会社２社の決算日は、

連結決算日と一致しております。

　在外連結子会社のうち、モリテッ

クス EUROPE LTD.、キャビアン イン

ターナショナル INC.およびモリテッ

クス香港有限公司の決算日は12月31

日でありモリテックス U.S.A.,INC.

の決算日は2月末日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

それぞれ12月31日現在若しくは２月

末日現在の財務諸表を使用しており

ますが、連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結上必要な

調整を行っております。

４　会計処理基準に関する事項    

(1）重要な資産の評価基準お

よび評価方法

１）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は部分資

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）

１）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は部分純

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）

１）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は部分資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

 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

　移動平均法による原価法
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準お

よび評価方法

 

２）たな卸資産

　移動平均法による原価法

 

２）たな卸資産

　　　通常の販売目的で保有するた

　　な卸資産

　　　移動平均法による原価法

（会計方針の変更）

　　「たな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18年７月５日）が平成20年３

　月31日以前に開始する連結会計年

　度に係る連結財務諸表から適用で

　きることになったことに伴い、当

　中間連結会計期間から同会計基準

　を適用しております。

　　これにより税金等調整前中間純

　

　損失は、400,000千円増加しており

　

　ます。

２）たな卸資産

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価

償却方法

 

１）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によって

おります。

　なお、耐用年数および残存価額

等については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっており

ます。

　在外連結子会社は定額法を採用

しております。

 

１）有形固定資産

同左

１）有形固定資産

同左

 ２）無形固定資産

定額法によっております。

　ただし、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づいて定額

法によっております。

　なお、償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一基準

によっております。 

 

２）無形固定資産

同左

２）無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 １）貸倒引当金

　当社および国内連結子会社は、

債権の貸倒損失に備えるため、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

ついては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を引当計上し

ております。

１）貸倒引当金

同左

１）貸倒引当金

同左

 　在外連結子会社は、個別に債権

の回収可能性を検討し回収不能見

込額を計上しております。

 

 

同左

 

同左

 ２）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち、当中間連

結会計期間に対応する見積り額を

計上しております。

２）賞与引当金

同左

２）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち、当連結会

計年度に対応する見積り額を計上

しております。
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項

(3）重要な引当金の計上基準

３）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支給に充て

るため、中間期末在籍従業員の退

職時に見込まれる退職給付支給予

測額を、予想支給日から中間期末

日現在まで割り引いた現在価値

（将来支給額予測現価方式）で計

上しております。

　なお、割引率は平均残存勤務期

間を考慮して、償還期間10年の国

債の直近５年間の利率の平均値で

ある1.25％（前連結会計年度は　

1.25％）を適用しております。

　割引率変更による差異および数

理計算上の差異の発生額は発生期

間に一括費用処理しております。

３）退職給付引当金

同左

３）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支給に充て

るため、期末在籍従業員の退職時

に見込まれる退職給付支給予測額

を、予想支給日から期末日現在ま

で割り引いた現在価値（将来支給

額予測現価方式）で計上しており

ます。

　なお、割引率は平均残存勤務期

間を考慮して、償還期間10年の国

債の直近５年間の利率の平均値で

ある1.25％（前連結会計年度は　

1.25％）を適用しております。

　割引率変更による差異および数

理計算上の差異の発生額は発生年

度に一括費用処理しております。

 (4）重要な外貨建の資産または

負債の本邦通貨への換算の

基準

 

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の

資産・負債および収益・費用は、中

間連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は少数株主

持分および資本の部における為替換

算調整勘定に含めております。

 

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の

資産・負債および収益・費用は、中

間連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定および

少数株主持分に含めて計上しており

ます。

　外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資

産・負債および収益・費用は、連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は少数株主持分お

よび資本の部における為替換算調整

勘定に含めております。

(5）重要なリース取引の処理

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

常の賃貸借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）重要なヘッジ会計の方法 １）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を、

金利スワップについて特例処理の

条件を充たしている場合には特例

処理を採用しております。

１）ヘッジ会計の方法

同左

１）ヘッジ会計の方法

同左

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間連結会計期間にヘッジ会

計を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下の通りであります。

ａ．ヘッジ手段・・為替予約 

　ヘッジ対象・・原材料・商品輸

　　　　　　　　

　入による外貨建買入債務

ｂ．ヘッジ手段・・金利スワッ

プ  　　　　

　　　　

　　ヘッジ対象・・長期借入金 

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下の通りであります。

ａ．ヘッジ手段・・為替予約 

　ヘッジ対象・・原材料・商品輸

　入による外貨建買入債務

ｂ．ヘッジ手段・・金利スワッ

プ  　　　　

　　　　

　　ヘッジ対象・・長期借入金 

３）ヘッジ方針

為替変動リスクおよび金利変動リ

スクを回避するためデリバティブ

取引を利用することを基本方針と

しております。

３）ヘッジ方針

同左

３）ヘッジ方針

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　会計処理基準に関する事項

(6）重要なヘッジ会計の方法

４）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変

動またはキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しており

ます。

ただし、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性の

評価を省略しております。

４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）在外連結子会社の会計処

理基準

　在外連結子会社の中間財務諸表は、

当該子会社の所在地国において一般

に公正妥当と認められた会計処理基

準によっており、当社が採用してい

る基準と重要な差異はありません。

同左 　在外連結子会社の財務諸表は、当

該子会社の所在地国において一般に

公正妥当と認められた会計処理基準

によっており、当社が採用している

基準と重要な差異はありません。

５　連結子会社の資産および負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評

価は、全面時価評価法によっており

ます。

同左 同左

６　連結調整勘定（のれん）の

償却に関する事項

　連結調整勘定は、５年間で均等償

却しております。

　のれんは、５年間で均等償却してお

ります。

　連結調整勘定は、５年間で均等償却

しております。

７　利益処分項目等の取扱いに

関する事項

　中間連結剰余金計算書は、連結会

社の利益処分について中間連結会計

期間中に確定した利益処分に基づい

て作成しております。

　中間連結株主資本等変動計算書は、

連結会社の利益処分について中間連結

会計期間中に確定した利益処分に基づ

いて作成しております。

　連結剰余金計算書は、連結会社の

利益処分について連結会計年度中に

確定した利益処分に基づいて作成し

ております。

８　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引出し可能な預金

および、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期間の到来する短期投資か

らなっております。

同左 同左

９　その他中間連結財務諸表（連

結財務諸表）作成のための

基本となる事項

１）消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

１）消費税等の会計処理方法

同左

１）消費税等の会計処理方法

同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9

日））および「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第6号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税金等

調整前中間純利益は34,824千円減少し

ております。

　なお、減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

────── (固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））および「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金

等調整前当期純利益は107,049千円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、改

正後の連結財務諸表規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）

 当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月9日）および「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」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月9日）を適用しておりま

す。

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は7,817,570千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

──────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────  (中間連結貸借対照表)

　前中間連結会計期間および前連結会

計年度において「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結

会計期間から「のれん」または「負の

のれん」として表示しております。

 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　当中間連結会計期間より、連結調整

勘定を「のれん」または「負ののれん」

として表示したことに伴い、営業活動

によるキャッシュ・フローの連結調整

勘定償却額を「のれん償却額」として

表示しております。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

3,304,920千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

      3,626,139千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

      3,447,676千円であります。

  ２　受取手形割引残高　　 1,287,030千円   ２　受取手形割引残高　　　632,293千円   ２　受取手形割引残高　　　931,221千円

※３

 ──────

※３　事業整理引当金

　　　事業採算の改善のためその他事業の商

　　品在庫を適正水準にするために見込まれ

　　る損失の見積額であります。

※３

 ──────

※４

 ──────

※４　たな卸資産時価評価引当金

　　　「たな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18年７

　　月５日）を適用した結果、収益性の低下

　　による損失の見積額であります。

※４

 ──────

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次の通りであります。

給料手当 778,063千円

福利厚生費 115,478千円

地代家賃 200,162千円

広告宣伝費  44,359千円

販売促進費 86,191千円

旅費交通費 106,052千円

減価償却費 79,981千円

退職給付費用 27,485千円

研究開発費 377,699千円

給料手当 775,983千円

福利厚生費 110,174千円

地代家賃 148,189千円

広告宣伝費 51,096千円

販売促進費 58,084千円

旅費交通費 96,408千円

減価償却費 87,726千円

退職給付費用 28,862千円

研究開発費 374,961千円

給料手当 1,619,359千円

福利厚生費 217,618千円

地代家賃 366,960千円

広告宣伝費 102,932千円

販売促進費 129,417千円

旅費交通費 205,727千円

減価償却費 170,875千円

退職給付費用 65,926千円

研究開発費 976,838千円

※２　一般管理費及び製造費用に含まれる研

究開発費は、次の通りであります。

※２　一般管理費及び製造費用に含まれる研

究開発費は、次の通りであります。

※２　一般管理費及び製造費用に含まれる研

究開発費は、次の通りであります。

一般管理費 377,699千円

製造費用 　 －

合計 377,699千円

一般管理費 374,961千円

製造費用 －　

合計 374,961千円

一般管理費 976,838千円

製造費用 －

合計 976,838千円

※３　固定資産除却損は次の通りであります。 ※３　固定資産除却損は次の通りであります。 ※３　固定資産除却損は次の通りであります。

建物及び構築物 8,486千円

機械装置及び運搬具  16千円

合計 8,502千円

工具器具及び備品 721千円

合計 721千円

建物及び構築物 14,618千円

機械装置及び運搬具 1,563千円

工具器具及び備品 16,705千円

合計 32,887千円

※４

──────

※４　事業整理損は継続して営業損失を計上

しており、収益性が低下しているその

他事業の処分損および損失見積額であ

ります。その内容は次の通りでありま

す。

※４

──────

 商品 990,182千円

 建物付属設備(造作) 2,388千円

 工具器具及び備品 3,617千円

 専用ソフトウエア 6,766千円

合計 1,002,955千円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５

 ──────

※５　たな卸資産時価評価損

　　　「たな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18年７

　　月５日）を適用した結果、収益性の低下

　　による損失の見積額であります。

※５

 ──────

※６　減損損失

　当中間連結会計期間において、当企業集団は

以下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。

※６　減損損失

　当中間連結会計期間において、当企業集団は

以下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。

※６　減損損失

　　当連結会計年度において、当企業集団は以

下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。

場所 用途 種類

その他の事業

で全国展開し

ている営業拠

点

販売活動設備等

建物附属設備

(造作)および

店舗用備品、

賃借保証金

場所 用途 種類

その他の事業

で全国展開し

ている営業拠

点

販売活動設備等

建物附属設備

(造作)および

店舗用工具器

具および備品

場所 用途 種類

その他の事業

で全国展開し

ている営業拠

点

　販売活動設備

等

建物附属設備

(造作)および

店舗用備品、

賃借保証金

　当企業集団は、事業用資産について各事業セ

グメント別の資産グループが概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし

て、事業別の製造品目別にグルーピングを行っ

ております。

　当企業集団は、事業用資産について各事業セ

グメント別の資産グループが概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし

て、事業別の製造品目別にグルーピングを行っ

ております。

　　当企業集団は、事業用資産について各事業

セグメント別の資産グループが概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位と

して、事業別の製造品目別にグルーピングを

行っております。

　事業全般の効率性と採算性を向上させるため、

営業戦略を見直した結果、その他事業に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失として34,824千円を特別

損失に計上いたしました。その内訳は建物付属

設備20,348千円およびその他14,476千円であり

ます。

　事業全般の効率性と採算性を向上させるため、

営業戦略を見直した結果、その他事業に係る資

産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失として73,728千円を特別

損失に計上いたしました。その内訳は建物付属

設備38,344千円および、工具器具及び備品

35,384千円であります。

　　事業全般の効率性と採算性を向上させるた

め、営業戦略を見直した結果、その他事業に

係る資産グループの帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として

107,049千円を特別損失に計上いたしました。

その内訳は建物付属設備90,507千円およびそ

の他16,542千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能額は使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローは償還期間10年の国債の直近5年間の利率

の平均値である1.25%で割り引いて算定してお

ります。

　なお、当資産グループの回収可能額は使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローは償還期間10年の国債の直近5年間の利率

の平均値である1.25%で割り引いて算定してお

ります。

　　なお、当資産グループの回収可能額は使用

価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローは償還期間10年の国債の直近５年間の

利率の平均値である1.25%で割り引いて算定し

ております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 13,201,928 623,000 － 13,824,928

自己株式

普通株式 6,828 － － 6,828

新株予約権および自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

第２回新株予約権 普通株式 232,000 － 123,000 109,000 －

第３回新株予約権 普通株式 500,000 － 500,000 － －

配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

第34回定時株主総会
普通株式 66,008 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲載されている科目の金額

との関係

現金及び預金 1,921,395千円

現金及び現金同等物 1,921,395千円

現金及び預金 1,498,465千円

現金及び現金同等物 1,498,465千円

現金及び預金 1,975,026千円

現金及び現金同等物 1,975,026千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

1.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

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 

中間期末

残高相当

額

  (千円)  (千円)  (千円)

工具器具

及び備品
 14,518  5,988 8,529

合計  14,518  5,988 8,529

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額等

 １年内  2,086千円

 １年超  6,847千円

 合計  8,933千円

 

(3)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額および減損損失

 支払リース料  1,289千円

 減価償却費相当額  1,137千円

 支払利息相当額   178千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法は、

定額法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件取得価

額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

２. オペレーティング・リース取引  

未経過リース料 

 １年内  960千円

 １年超  2,240千円

 合計  3,200千円

 

 （減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損

失はありません。

1.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

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 

中間期末

残高相当

額

  (千円)  (千円)  (千円)

工具器具

及び備品
 11,382  4,953 6,428

合計  11,382  4,953 6,428

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額等

 １年内  1,757千円

 １年超  5,089千円

 合計  6,847千円

 

(3)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額および減損損失

 支払リース料  1,089千円

 減価償却費相当額  963千円

 支払利息相当額  135千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法は、

定額法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

 

２. オペレーティング・リース取引  

未経過リース料 

 １年内  960千円

 １年超  1,280千円

 合計  2,240千円

 

　（減損損失について）

　　　　　　　　同左

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額および期末残高相

当額 

 

  
取得価額

相当額
 

減価償却

累計額相

当額

 
期末残高

相当額

  (千円)  (千円)  (千円)

工具器具

及び備品
 14,518  7,126 7,391

合計  14,518  7,126 7,391

 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

 

 １年内  1,824千円

 １年超  5,976千円

 合計  7,801千円

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額

および支払利息相当額

 

 支払リース料  2,578千円

 減価償却費相当額  2,274千円

 支払利息相当額  335千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法は、

定額法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

 

２. オペレーティング・リース取引  

未経過リース料 

 １年内  960千円

 １年超  1,760千円

 合計  2,720千円

 

　（減損損失について）

　　　　　　　　同左
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②　有価証券

（前中間連結会計期間末）（平成17年９月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 29,618 57,277 27,658

その他 10,000 13,746 3,746

計 39,618 71,023 31,404

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

（１）その他有価証券

非上場株式
167,480

（当中間連結会計期間末）（平成18年９月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 30,248 73,280 43,011

その他 10,000 15,754 5,754

計 40,248 89,034 48,765

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

（１）その他有価証券

非上場株式
282,420

（前連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 29,931 83,232 53,301

その他 10,000 17,642 7,642

計 39,931 100,874 60,943

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

（１）その他有価証券

非上場株式
167,480
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１　取引の時価等に関する事項

　すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

　連結子会社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１　取引の時価等に関する事項

　すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

　連結子会社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１　取引の時価等に関する事項

　すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

　連結子会社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
光応用
機器

（千円）

機能性
材料

（千円）

バイオ関連
機器

（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 5,597,337 613,345 500,360 405,720 7,116,763 － 7,116,763

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 5,597,337 613,345 500,360 405,720 7,116,763 － 7,116,763

営業費用 5,011,308 585,985 632,871 696,318 6,926,484 － 6,926,484

営業利益又は営業損失（△） 586,028 27,360 △132,511 △290,598 190,278 － 190,278

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
光応用
機器

（千円）

機能性
材料

（千円）

バイオ関連
（注4）
（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 6,577,194 818,820 474,262 341,182 8,211,459 － 8,211,459

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 6,577,194 818,820 474,262 341,182 8,211,459 － 8,211,459

営業費用 6,051,788 763,499 660,680 681,349 8,157,318 － 8,157,318

営業利益又は営業損失（△） 525,406 55,321 △186,418 △340,167 54,141 － 54,141
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
光応用
機器

（千円）

機能性
材料

（千円）

バイオ関連
機器

（千円）

その他
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 11,591,396 1,471,910 963,697 738,466 14,765,470 － 14,765,470

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 11,591,396 1,471,910 963,697 738,466 14,765,470 － 14,765,470

営業費用 10,610,117 1,383,101 1,208,185 1,347,283 14,548,688 － 14,548,688

営業利益又は営業損失（△） 981,279 88,808 △244,488 △608,817 216,782 － 216,782

　（注）１　事業区分の方法

　　事業区分は、製品系列および事業の業態により行っております。

　　　　２　各事業区分に属する主要な製品・商品は以下の通りであります。

事業区分 主要製品・商品

光応用機器

　MML（マシンマイクロレンズ）、CCDカメラ、光源装置およびランプ、光ファイバライトガ

イド、LED照明、UV照射装置、CCDマイクロスコープ（スコープマン）、コスメティック用

CCDマイクロスコープ（チャームビュー）、コスメティック用肌カウンセリングシステム、

光デバイス用自動調芯装置（FOCAL）、光通信用部品、超精密測長器、高速立体画像処理検

査システム、液晶配向膜検査装置、エリプソメータ等

機能性材料 高純度石英、各種精密球、シール材、ポリイミドチューブ等

バイオ関連
 液相合成装置（L-COS）、化合物精製装置（Purif）、全自動固相抽出装置（EX-MULTI）、

表面プラズモン共鳴バイオセンサ、DNA・SNPs受託解析等

その他 各種ビーズ、球体インテリア等

  　　　３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用はありません。

 ４　従来、セグメント名称を「バイオ関連機器」としておりましたが、事業の拡大にあわせ、当中間連結会

計期間より「バイオ関連」に変更しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
日本

（千円）
海外

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 6,348,436 768,326 7,116,763 － 7,116,763

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
164,286 482,125 646,411 (646,411) －

計 6,512,722 1,250,452 7,763,175 (646,411) 7,116,763

営業費用 6,368,899 1,213,097 7,581,996 (655,512) 6,926,484

営業利益 143,822 37,355 181,178 9,100 190,278

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
日本

（千円）
海外

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 6,844,217 1,367,242 8,211,459 － 8,211,459

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
271,702 859,682 1,131,384 (1,131,384) －

計 7,115,919 2,226,924 9,342,844 (1,131,384) 8,211,459

営業費用 7,109,496 2,181,209 9,290,706 (1,133,387) 8,157,318

営業利益 6,422 45,715 52,137 2,003 54,141

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
日本

（千円）
海外

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 12,871,614 1,893,855 14,765,470 － 14,765,470

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
344,639 1,107,929 1,452,568 (1,452,568) －

計 13,216,254 3,001,785 16,218,039 (1,452,568) 14,765,470

営業費用 13,074,299 2,929,504 16,003,804 (1,455,116) 14,548,688

営業利益 141,954 72,280 214,234 2,547 216,782

　（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用はありません。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 欧州 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 146,876 288,122 812,097 1,247,095

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,116,763

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
2.1 4.0 11.4 17.5

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 欧州 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 134,399 235,560 1,664,845 2,034,805

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 8,211,459

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
1.6 2.9 20.3 24.8

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 欧州 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 285,473 460,323 2,076,831 2,822,628

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 14,765,470

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
1.9 3.1 14.1 19.1

　（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国または地域

欧州：ヨーロッパ諸国

北米：米国、カナダ

アジア：中国、東アジアおよび東南アジア諸国、イスラエル、オーストラリア

３　海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 664円09銭 566円31銭 674円61銭

１株当たり中間（当期）純

利益または中間（当期）純

損失（△）

 13円32銭 △98円70銭 13円71銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

 13円24銭 　 なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額については、

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。

（追加情報）

「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第４号）が平

成18年１月31日付で改正された

ことに伴い、当中間連結会計期

間から繰延ヘッジ損益（税効果

調整後）の金額を普通株式に係

る中間期末の純資産額に含めて

おります。

　なお、前連結会計年度末にお

いて採用していた方法により算

定した当中間連結会計期間末の

１株当たり純資産額は、565.75

円であります。

13円29銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益または中間（当期）純損失（△）および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益または中間（当期）純損失（△）金額の算定上の基礎  

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益または

中間（当期）純損失（△）金額

中間（当期）純利益または中間（当

期）純損失（△）（千円）
154,408 △1,339,391 165,187

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株主に係る中間（当期）純利益

または中間（当期）純損失（△）（千

円）

154,408 △1,339,391 165,187

期中平均株式数（株） 11,593,200 13,570,034 12,049,989
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益または中間(当期)純損失(△)
   

中間(当期)純利益または中間(当期)

純損失(△)調整額(千円)
－ － －

普通株式増加数（株） 232,000 109,000 417,975

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

益または中間(当期)純損失(△)の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

第３回新株予約権（新株

予約権の目的となる普通

株式の数1,000,000株)。

第１回無担保転換社債型

新株予約権社債（新株予

約権の目的となる普通株

式の数893,854株）。 

――――

 

 

――――

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債に付与された新株予約権の行使

（平成17年12月２日）により、発行済

株式総数が1,101,928株、資本金が

401,101千円、資本準備金が398,898千

円それぞれ増加しております。

　　　　　　　――――――― 　　　　　　　―――――――
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５．生産、受注及び販売の状況
１．生産実績

　当中間期における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。

事業の種類別セグメント 生産高（千円） 前年同期比（％）

光応用機器 5,815,671 134.1

機能性材料 153,358 282.3

バイオ関連 449,929 112.0

その他 － －

合計 6,418,959 133.9

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注実績

　当中間期における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。

事業の種類別セグメント 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

光応用機器 7,184,192 124.3 1,167,503 157.0

機能性材料 830,507 132.0 38,379 90.1

バイオ関連 467,657 100.9 74,336 168.2

その他 341,182 84.1 － －

合計 8,823,539 121.2 1,280,219 154.1

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．販売実績

　当中間期における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。

事業の種類別セグメント 販売高（千円） 前年同期比（％）

光応用機器 6,577,194 117.5

機能性材料 818,820 133.5

バイオ関連 474,262 94.8

その他 341,182 84.1

合計 8,211,459 115.4

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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