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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 1,635 ― 69 ― 109 ― △37 ―

20年5月期第1四半期 1,694 △12.8 120 △60.2 158 △50.6 68 △75.1

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5月期第1四半期 △4.93 ―

20年5月期第1四半期 8.88 8.86

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5月期第1四半期 13,383 11,022 82.0 1,442.26
20年5月期 13,484 11,120 82.2 1,457.43

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  10,980百万円 20年5月期  11,082百万円

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5月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 17.00 ― 17.00 34.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 4,000 ― 420 ― 470 ― 120 ― 15.73
通期 8,380 4.0 1,050 △12.9 1,160 △12.0 510 △29.9 66.84

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） 

（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。  

(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．本資料に掲載した予想数値は、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したもの入手可能な情報に基づき作成したものであります。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結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 
  ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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。又、「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。 
  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附  
  則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  7,811,728株 20年5月期  8,011,728株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  198,528株 20年5月期  381,328株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  7,626,960株 20年5月期第1四半期  7,731,163株









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８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,331,434 1,453,685 

受取手形及び売掛金 2,292,067 2,546,072 

有価証券 395,426 377,687 

商品及び製品 811,618 758,843 

仕掛品 205,045 172,781 

原材料及び貯蔵品 1,020,632 948,247 

繰延税金資産 174,237 133,405 

その他 68,474 47,346 

貸倒引当金 △2,620 △2,506 

流動資産合計 6,296,315 6,435,563 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,438,881 1,453,554 

機械装置及び運搬具（純額） 721,722 692,599 

土地 1,576,824 1,576,824 

その他（純額） 163,420 166,288 

有形固定資産合計 3,900,848 3,889,267 

無形固定資産   

その他 82,118 78,761 

無形固定資産合計 82,118 78,761 

投資その他の資産   

投資有価証券 267,664 296,025 

投資不動産（純額） 2,184,218 2,193,010 

繰延税金資産 136,890 78,231 

その他 555,738 551,322 

貸倒引当金 △40,299 △37,456 

投資その他の資産合計 3,104,211 3,081,133 

固定資産合計 7,087,178 7,049,163 

資産合計 13,383,494 13,484,726 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８月31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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 830,534 1,002,625 

短期借入金 237,917 228,301 

未払法人税等 101,718 213,183 

役員賞与引当金 － 18,000 

賞与引当金 99,969 － 

受注損失引当金 5,143 5,659 

その他 342,758 352,810 

流動負債合計 1,618,041 1,820,580 

固定負債   

長期借入金 244,658 180,825 

退職給付引当金 292,416 158,671 

役員退職慰労引当金 114,252 112,687 

その他 92,010 91,182 

固定負債合計 743,337 543,365 

負債合計 2,361,378 2,363,946 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,623,347 2,623,347 

資本剰余金 3,092,112 3,116,277 

利益剰余金 5,429,487 5,749,543 

自己株式 △187,017 △366,382 

株主資本合計 10,957,929 11,122,785 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,069 53,796 

為替換算調整勘定 △14,779 △93,789 

評価・換算差額等合計 22,290 △39,993 

少数株主持分 41,894 37,988 

純資産合計 11,022,115 11,120,780 

負債純資産合計 13,383,494 13,484,726 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 1,635,886 

売上原価 977,774 

売上総利益 658,112 

販売費及び一般管理費 588,965 

営業利益 69,146 

営業外収益  

受取利息 5,907 

受取配当金 331 

不動産賃貸料 47,123 

その他 13,625 

営業外収益合計 66,986 

営業外費用  

支払利息 2,349 

不動産賃貸費用 20,610 

その他 3,971 

営業外費用合計 26,931 

経常利益 109,201 

特別損失  

貸倒引当金繰入額 2,725 

退職給付費用 126,346 

特別損失合計 129,071 

税金等調整前四半期純損失（△） △19,869 

法人税、住民税及び事業税 103,643 

法人税等調整額 △86,394 

法人税等合計 17,249 

少数株主利益 484 

四半期純損失（△） △37,603 



（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６月１日 
 至 平成20年８月31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（△） △19,869 

減価償却費 96,361 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,698 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,000 

賞与引当金の増減額（△は減少） 99,969 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 133,744 

受取利息及び受取配当金 △6,238 

支払利息 2,349 

売上債権の増減額（△は増加） 265,003 

たな卸資産の増減額（△は増加） △141,854 

仕入債務の増減額（△は減少） △164,226 

未払消費税等の増減額（△は減少） △777 

その他 △97,657 

小計 151,502 

利息及び配当金の受取額 3,699 

利息の支払額 △3,205 

法人税等の支払額 △187,567 

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,571 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △34,991 

定期預金の払戻による収入 34,899 

有価証券の取得による支出 △499,671 

有価証券の償還による収入 500,000 

有形固定資産の取得による支出 △50,647 

無形固定資産の取得による支出 △2,082 

その他 △2,396 

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,888 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 800,000 

短期借入金の返済による支出 △800,000 

長期借入れによる収入 150,000 

長期借入金の返済による支出 △81,184 

自己株式の取得による支出 △12,796 

配当金の支払額 △114,456 

その他 △131 

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,568 

現金及び現金同等物に係る換算差額 32,977 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,051 

現金及び現金同等物の期首残高 1,024,571 

現金及び現金同等物の四半期末残高 908,519 



　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。又、「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。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸

表規則に基づいて作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．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６月１日
至　平成20年８月31日）

要素部品事業
（千円）

システム製品
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 1,488,943 146,943 1,635,886 － 1,635,886

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － －

計 1,488,943 146,943 1,635,886 － 1,635,886

営業利益（又は営業損失） 266,511 (86,622) 179,889 (110,742) 69,146

　（注）１．事業区分の方法
　事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 製品区分 主要製品

要素部品事業

光学基本機器製品 ステージ、ホルダー、ベース他

自動応用製品
自動位置・姿勢決めユニット、光計測・制御ユ
ニット、 計測・制御ソフトウェア他

光学素子・薄膜製品
マルチエレメントオプティクス、ミラー、ビー
ムスプリッタ、フィルター、レンズ、プリズム、
ポラライザ、基板、ウィンドウ他

システム製品事業 光学システム製品

レーザプロセシングシステム、各種ＦＰＤ評価・
検査ユニット・システム、マイクロマニピュレー
ター、レーザマイクロカッター、レーザマー
カ、 各種特注システム製品他

３．「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用してお

ります。評価基準については、主として移動平均法による原価法から主として移動平均法による原価法（貸

借対照表価額については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。これによる営業利益

への影響はありません。



ｂ．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６月１日
至　平成20年８月31日）

日本(千円) 北米(千円)
その他の地
域(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 1,413,530 214,880 7,475 1,635,886 － 1,635,886

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

98,088 7,907 56,179 162,174 (162,174) －

計 1,511,619 222,787 63,654 1,798,061 (162,174) 1,635,886

営業利益（又は営業損失） 141,658 33,090 5,140 179,889 (110,742) 69,146

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

北米・・・米国
３．「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用してお
ります。評価基準については、主として移動平均法による原価法から主として移動平均法による原価法（貸
借対照表価額については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。これによる営業利益
への影響はありません。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年６月１日

至　平成20年８月31日）

北米 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円） 183,664 128,225 311,889

Ⅱ．連結売上高（千円）   1,635,886

Ⅲ．連結売上高に占める海

外売上高の割合（％）
11.2 7.9 19.1

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。

北米・・・米国、カナダ

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

自己株式の取得

　四半期連結財務諸表提出会社は、平成20年７月22日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定に

よる定款の定めに基づき、ジャスダック証券取引所における市場買付の方法により自己株式を取得することを

決議し、普通株式17,200株を取得しました。この結果、当第１四半期連結会計期間において自己株式が12,796

千円増加しております。

自己株式の消却

　四半期連結財務諸表提出会社は、平成20年７月11日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき

自己株式の消却を行うことを決議し、平成20年７月23日付で普通株式200,000株を消却しました。この結果、当

第１四半期連結会計期間において資本剰余金24,164千円及び利益剰余金167,996千円並びに自己株式192,161千

円が減少しております。



「参考資料」

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

科目

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,694,954

Ⅱ　売上原価 939,278

売上総利益 755,675

Ⅲ　販売費及び一般管理費 634,915

営業利益 120,759

Ⅳ　営業外収益 62,040

Ⅴ　営業外費用 24,130

経常利益 158,669

Ⅵ　特別利益 1,291

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 159,961

法人税、住民税及び事業税 128,173

法人税等調整額 △37,290

少数株主利益　 419

四半期純利益 68,659



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年５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

159,961

減価償却費　 86,666

退職給付引当金の増加額　 6,737

貸倒引当金の増加額　 200

役員賞与引当金の減少額 △23,500

賞与引当金の増加額　 111,078

受取利息及び受取配当金　 △5,763

支払利息　 2,887

売上債権の減少額　 223,410

棚卸資産の増加額　 △163,610

仕入債務の減少額　 △64,860

未払消費税等の増加額　 11,876

その他　 △72,713

小計 272,369

利息及び配当金の受取額　 6,535

利息の支払額　 △3,174

法人税等の支払額　 △150,838

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

124,892

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の預入による支出
　

△34,842

定期預金の払戻による収入
　

34,796

有価証券の取得による支出
　

△1,498,610

有価証券の償還による収入
　

1,000,000

有形固定資産の取得による
支出　

△90,668

無形固定資産の取得による
支出　

△2,210

その他　 20,904

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△570,630



前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入れによる収入　 500,000

短期借入金の返済による支
出　

△500,000

長期借入金の返済による支
出　

△109,520

自己株式の売却による収入
　

44,067

配当金の支払額　 △154,190

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△219,643

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

24,065

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△641,316

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,629,322

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

988,006
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