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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 1,164 ― △223 ― △237 ― △174 ―

20年3月期第1四半期 1,296 △36.9 △288 ― △523 ― △426 ―

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

21年3月期第1四半期 △1.79 ―

20年3月期第1四半期 △9.18 ―

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

21年3月期第1四半期 6,969 3,552 47.8 34.11
20年3月期 7,493 3,601 44.5 34.19

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  3,329百万円 20年3月期  3,337百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 2,400 2.3 △70 ― △100 ― △100 ― △1.02

通期 5,400 2.9 70 ― 0 ― 0 ― 0.00

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、３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） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(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 
1.上記に記載した業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであります。連結財務諸表提出会社は投資事業を主たる事業としており、業績は相
場環境、契約締結時期等の影響を受けざるを得ない状況にあります。実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合があります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期 97,615,022株 20年3月期 97,615,022株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 888株 20年3月期 888株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 97,614,134株 20年3月期第1四半期 57,595,999株
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・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
当第１四半期会計期間における国内経済につきましては、サブプライムローン問題に端を発する金融市

場の不安定要素や世界的な原油高等を原因とする原材料の高騰などの影響により、世界経済の先行きが不
透明な状況のなか、国内景気におきましても停滞することとなり、あわせて個人消費も低調に推移するな
ど先行きに不透明感が深まっている状況となっております。 
　このような中で当社グループは、昨年まで行ってきた金融グループの拡大を方向転換・再構築し、縮小
させ、従来の子会社が事業を行っている精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事業の改善に注
力しております。子会社において財務的な強化をこれまで推進してまいりましたが、事業面で収益率の高
い取引先へのシフトや新製品の投入などに注力する段階となってまいりました。また、投資事業において
は急激に状況が変化し不安定ともいえる株式市場・取引先の状況を鑑み、慎重に事業を選定している状況
であります。 
　この結果、売上高1,164百万円、営業損失は223百万円（前年同期比65百万円の改善）、経常損失は237百
万円（前年同期比286百万円の改善）、四半期純損失は174百万円（前年同期比252百万円の改善）となりま
した。

　①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。
　精密光学機器事業においては、主力製品である光学測定機器が設備投資抑制の影響を受け、売上が低下
し、前年同期比9.3％減の174百万円となりました。
　機器販売事業においては、磁気メディア製品の売上の増加により前年同期比20.5％増の224百万円となり
ました。
　プリント基板事業においては、前会計年度から取引先の見直しや経費削減策の実施により営業損益は改
善してきましたが、プリント基板の不利用率の高止まりにより売上は低下し、前年同期比9.1％減の766百
万円となりました。
　投資事業においては、金融市況が不透明であったことなどにより、慎重に事業を選定している状況であ
ります。

　②所在地セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
　日本においては、当第１四半期、投資業務の売上がなかったことから、前年同期比12.2％減の398百万円
となりました。
　アジアにおいては、前期に取引先の見直し等を行ったことにより、前年同期比9.1％減の766百万円とな
りました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
①資産、負債及び純資産の状況
　当第１四半期連結会計期間末における総資産は6,969百万円となり、前連結会計年度末に比べ524百万円
減少となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ474百万円減少し、3,416百万円となりました。純資
産は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少し、3,552百万円となりました。
　資産の主な減少要因といたしましては投資有価証券の売却などがあげられます。

②キャッシュ・フローの状況
　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ16百万円減少し、
48百万円となりました。
　営業活動によるキャッシュ・フローは162百万円の減少（前年同期は2,413百万円の減少）となりました。
これは主に税金等調整前四半期純損失213百万円の計上、立替金の増加額301百万円などによるものであり
ます。
　投資活動によるキャッシュ・フローは324百万円の増加（前年同期は1,990百万円の増加）となりました。
これは主に、貸付金の回収による増加470百万円などによるものであります。
　財務活動によるキャッシュ・フローは179百万円の減少（前年同期は489百万円の増加）となりました。
これは、主に、短期借入金の返済による支出180百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
現時点におきまして前回公表時（平成20年５月23日）の業績予想に変更はありません。
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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)

該当事項はありません。

(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

簡便な会計処理
棚卸資産の評価方法
　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地
棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

(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

 ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 ② 当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５
日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切
下げの方法）に変更しております。
　なお、この処理による影響は軽微であります。

― 3 ―
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 50,688 67,411

受取手形及び売掛金 1,175,137 1,212,595

営業投資有価証券 122,300 122,300

商品 14,640 8,080

製品 264,580 268,291

原材料 213,155 187,808

仕掛品 240,760 169,862

短期貸付金 1,133,420 1,251,920

未収入金 1,100,217 970,481

その他 363,269 84,566

貸倒引当金 △165,167 △117,641

流動資産合計 4,513,000 4,225,674

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 558,193 531,877

土地 665,430 634,062

その他（純額） 279,618 289,795

有形固定資産合計 1,503,243 1,455,735

無形固定資産 8,588 9,474

投資その他の資産

固定化営業債権 753,801 2,229,766

その他 923,958 2,178,504

貸倒引当金 △753,801 △2,629,766

投資その他の資産合計 923,958 1,778,504

固定資産合計 2,435,790 3,243,713

繰延資産 20,357 23,898

資産合計 6,969,148 7,493,286

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 780,019 699,884

短期借入金 813,995 919,475

1年内返済予定の長期借入金 584,778 563,651

引当金 11,200 7,171

その他 575,850 768,607

流動負債合計 2,765,844 2,958,789

固定負債

引当金 238,756 236,103

その他 412,165 696,646

固定負債合計 650,921 932,750

負債合計 3,416,766 3,891,540

純資産の部

株主資本

資本金 12,820,606 12,820,606

資本剰余金 － 1,943,757

利益剰余金 △9,272,063 △11,321,574

自己株式 △903 △903

株主資本合計 3,547,639 3,441,885

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △85,149 △2,008
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為替換算調整勘定 △132,652 △102,875

評価・換算差額等合計 △217,801 △104,883

新株予約権 7,894 21,642

少数株主持分 214,651 243,102

純資産合計 3,552,382 3,601,746

負債純資産合計 6,969,148 7,493,286
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,164,878

売上原価 972,613

売上総利益 192,264

販売費及び一般管理費 415,770

営業損失（△） △223,505

営業外収益

受取利息 19,667

受取配当金 166

その他 35,144

営業外収益合計 54,978

営業外費用

支払利息 25,863

持分法による投資損失 17,226

為替差損 16,519

その他 9,064

営業外費用合計 68,674

経常損失（△） △237,200

特別利益

新株予約権戻入益 20,106

その他 4,611

特別利益合計 24,717

特別損失

固定資産除却損 444

投資有価証券売却損 938

その他 42

特別損失合計 1,426

税金等調整前四半期純損失（△） △213,909

法人税、住民税及び事業税 1,992

法人税等合計 1,992

少数株主利益 △41,624

四半期純損失（△） △174,277
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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損失（△） △213,909

減価償却費 42,607

投資有価証券売却損益（△は益） 938

その他の収入 △20,106

負ののれん償却額 △4,595

貸倒引当金の増減額（△は減少） 49,950

受取利息及び受取配当金 △19,834

支払利息 25,863

持分法による投資損益（△は益） 17,226

有形固定資産売却損益（△は益） △243

売上債権の増減額（△は増加） 85,596

たな卸資産の増減額（△は増加） △71,653

未収入金の増減額（△は増加） 433,806

仕入債務の増減額（△は減少） 48,438

未払金の増減額（△は減少） △255,915

立替金の増減額（△は増加） △301,734

株式交付費償却 3,540

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,034

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,028

預り金の増減額（△は減少） 37,464

固定資産除却損 444

その他の資産・負債の増減額 △1,800

小計 △144,921

利息及び配当金の受取額 △1,118

利息の支払額 △16,126

法人税等の支払額 △761

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,928

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 △21,665

有形固定資産の売却による収入 944

投資有価証券の売却による収入 250,000

貸付けによる支出 △388,000

貸付金の回収による収入 470,980

敷金の差入による支出 △6,003

敷金の回収による収入 18,494

投資活動によるキャッシュ・フロー 324,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △180,461

その他 1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,461

現金及び現金同等物に係る換算差額 917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,722

現金及び現金同等物の期首残高 65,561

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,838
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当社グループは前連結会計年度に2,206百万円の経常損失及び7,143百万円の特別損失を計上したことに
より、9,137百万円の税金等調整前当期純損失を計上するに至りました。
　また、当第１四半期連結会計期間において223百万円の営業損失を計上した結果、213百万円の税金等調
整前四半期純損失を計上することとなりました。 
　当該状況により継続企業の前提において疑義を抱かせる状況が存在しております。 
前年度は、当該状況を解消すべく、有利子負債の早期解消及び成長戦略のための資金を調達するため、資
本増強等を行うことにより財務基盤の強化、金融サービスの事業の増強を行ってまりました。 
　しかしながら、前年度下半期においてサブプライム問題に端を発する株式市場の低迷や原油価格の急激
な高騰等を受け、投資環境は急変し、当社で営んでいる投資事業と当社保有の金融グループの事業の再編
を余儀なくされ、金融市場の状況や取引先の状況、リスク管理の厳格化等を考慮した上で、グループ再編
成に係る特別損失やリスクヘッジの観点等から投資資産・債権等の評価を行ったことから、多額の特別損
失を計上することとなりました。 

　当該事象を解消すべく、前第３四半期会計期間より事業・投資方針の方向転換を行い、コンパクトで運
用効率の高いグループを形成し、企業価値の極大化を図りながら、リスクの低い企業グループを目指して
行きたいと考えております。 
　このため、精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事業においては、前年度まで行った構造改
革のための事業再構築や、利益効率を向上させるための取引先の見直し等を行ってまいりましたが、これ
らの成果により、徐々にではありますが、業績回復の兆しが見えてきております。また、投資事業におき
ましては、当連結会計年度開始時点での金融市場の状況や投資環境・取引先の状況から、当第１四半期会
計期間の投資環境を保守的に考え、投資の回収に力を入れておりました。新規投資につきましては、金融
市況等の投資環境を見定めながら、今後、投資効率を充分に精査し、実行していく予定でおります。これ
らの取組により、かかる疑義は解消できると考えております。 

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期
連結財務諸表には反映しておりません。
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(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

精密光学
機器事業
(千円)

機器販売
事業
(千円)

プリント
基板事業
(千円)

投資事業
(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

174,422 224,013 766,442 ― 1,164,878 ― 1,164,878

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 174,422 224,013 766,442 ― 1,164,878 ― 1,164,878

営業利益又は営業損失(△） △67,634 17,723 △12,992 △21,021 △83,925 △139,580 △223,505

(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．各区分の主な製品及び事業内容

　(1) 精密光学機器事業 ・・・ 顕微鏡、測定機、特殊機器、ＯＥＭ光学機器

　(2) 機器販売事業 ・・・・・ 磁気メディア、ＰＣ周辺機器、特殊用途の記憶装置

　(3) プリント基板事業 ・・・ プリント基板（ＴＦＴ液晶用、ＰＣ周辺機器用）

　(4) 投資事業 ・・・・・・・ 有価証券の売買

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本
(千円)

アジア
(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

398,436 766,442 1,164,878 ― 1,164,878

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 398,436 766,442 1,164,878 ― 1,164,878

営業損失 70,932 12,992 83,925 139,580 223,505

(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．日本以外の区分に属する主な国又は地域

　 アジア ・・・ 台湾

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 797,572 17,594 815,167

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,164,878

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

68.5 1.5 70.0

(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．日本以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) アジア ・・・・・・ 大韓民国、台湾、マレーシア

　(2) その他の地域 ・・・ オセアニア、北米、欧州、中南米

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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

　(1) （要約）四半期連結損益計算書

　 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至平成19年６月30日）

科 目

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,296,860

Ⅱ 売上原価 1,271,127

　 売上総利益 25,732

Ⅲ 販売費及び一般管理費 314,220

　 営業損失 288,487

Ⅳ 営業外収益 60,400

Ⅴ 営業外費用 295,311

　 経常損失 523,398

Ⅵ 特別利益 98,514

Ⅶ 特別損失 38,475

　 税金等調整前四半期純損失 463,360

　 法人税、住民税及び事業税 448

　 少数株主利益 △37,782

　 四半期純損失 426,026
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(2) （要約）連結キャッシュ・フロー計算書

　 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至平成19年６月30日）

前年同四半期

(平成20年３月期
第１四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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損失 △463,360

　減価償却費 72,928

　株式交付費償却額 8,637

　のれん償却額 △5,484

　持分法による投資損益(△は益) 261,033

　受取利息及び受取配当金 △22,954

　売上債権の増減額(△は増加) 164,999

　たな卸資産の増減額(△は増加) 77,307

　未収入金の増減額(△は増加) △2,195,120

　仕入債務の増減額(△は減少) △68,876

　未払金の増減額(△は減少) △30,093

　退職給付引当金の増減額(△は減少) △6,468

　貸倒引当金の増減額(△は減少) 69

　賞与引当金の増減額(△は減少) 4,148

　投資有価証券売却損益(△は益) △50,662

　営業用投資有価証券の増減額(△は増加) △40,000

　関係会社株式売却損益(△は益) △47,294

　その他資産・負債の純増減額 △51,502

　 小 計 △2,392,693

　利息及び配当金の受取額 23,147

　利息の支払額 △31,389

  法人税等の支払額 △12,712

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,413,647

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資有価証券の売却による収入 2,324,810

　投資有価証券の取得による支出 △407,459

　関係会社株式の売却による収入 80,000

　貸付による支出 △517,208

　貸付金の回収による収入 271,069

　その他投資の増減額 239,537

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,990,749

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　新株式の発行による収入 550,549

　短期借入金の返済による支出 △45,856

　その他 △15,002

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 489,690

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,896

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 69,688

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 537,336

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 607,025
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