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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 7,755 ― 130 ― 157 ― 167 ―

20年3月期第2四半期 7,922 △3.5 156 189.3 189 8.9 124 ―

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2四半期 12.04 12.01
20年3月期第2四半期 9.03 8.96

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2四半期 14,788 7,670 51.5 548.59
20年3月期 15,023 7,560 50.0 540.18

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,622百万円 20年3月期  7,506百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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  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

通期 15,300 △5.1 260 △18.8 280 △22.3 230 24.6 16.55

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  無  

(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．その他をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業務予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日に公表しております連結業績予想は、平成20年10月31日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。 
２．本資料に記載されている連結業績予想等に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。連結業績予想に関する事項は４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参照く
ださい。 
３．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）および「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  13,895,928株 20年3月期  13,895,928株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  228株 20年3月期  228株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  13,895,700株 20年3月期第2四半期  13,829,782株



 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）における我が国経済は、原油を中心とする

原材料価格の高騰を背景に景気回復は足踏み状態となったことから、企業の設備投資や個人消費の伸びには陰りが見

られ、景気は後退局面入りの兆しが見られるようになりました。 

 また、海外においては、サブプライムローン問題に端を発した国際的な金融市場の混乱が拡大し、世界経済への波

及が懸念される状況となっております。 

 当企業集団の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界の各業界において

は、次のとおりでありました。半導体製造装置業界では、半導体業界におけるDRAM価格低迷の長期化の影響を受け、

半導体メーカーの設備投資が抑制されたことから受注は伸び悩みました。電子部品実装装置業界においては、第１四

半期は一部の電子部品実装装置メーカーで中国向け需要が好調であったものの、第２四半期に入り電子部品実装業界

における新規設備投資が抑制されたことから、受注は急減速いたしました。液晶製造装置業界においては、個人消費

の伸びに陰りが見られ出したことから、各液晶メーカーが設備投資を控える動きが見受けられました。 

 このような情勢のもと、当企業集団では、販売製品の重点化などによる生産効率の改善に取り組みましたが、第２

四半期に入り受注が伸び悩んだ事などにより、売上高は前年に比し若干の弱含みで推移し、営業利益、経常利益は前

年に比べ減少いたしました。 

  
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は7,755百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益は

130百万円（前年同期比16.8％減）、経常利益157百万円（前年同期比17.1％減）、四半期純利益167百万円（前年同

期比34.1％増）となりました。 

  
 なお、当第２四半期連結累計期間においては、前連結会計年度より業務提携関係にあったドイツのSCHOTT AGとの

提携関係の強化を図るべく、平成20年９月24日にSCHOTT AGと資本・業務提携契約を締結すると共に、SCHOTT AGのグ

ループ会社であるショット日本ホールディング株式会社により当社株式の公開買付が実施され、この結果、平成20年

10月30日より、当企業集団はSCHOTT AGグループの傘下に入ることとなりました。 

   
＜セグメント情報＞ 

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

光応用機器事業 売上高 6,266百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益230百万円（前年同期比40.4％減） 

（マシンビジョンシステム） 

 マシンビジョンシステム部門の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界

の各業界においては、半導体業界におけるDRAM価格の長期低迷に加え、急速な世界景気後退による需要減退の影響を

受け、半導体メーカーの設備投資は引き続き抑制されたことから、半導体製造装置業界向け販売が減少いたしまし

た。電子部品実装装置業界においては、好調であった一部メーカーからの受注が収束し、また、液晶製造装置業界に

おいては、大型基板向けを中心に設備投資に改善が見られたものの、全体では低調に推移いたしました。利益面につ

いては、原価低減活動による効果はあったものの、営業経費が増えたことにより営業利益は減少いたしました。 

 以上の結果、当部門の売上高は5,107百万円で、前年同期比0.8％の減少となりました。 

  
（画像機器関連） 

 画像機器関連部門においては、化粧品業界向け肌カウンセリングシステム関連の製品入替需要が低調であったこ

と、工業製品分野向けCCDマイクロスコープ（スコープマン）の新規製品の投入が落ち着いたことなどから、売上高

は前年同期に比べ減少し、営業損失も前年同期に比べ拡大いたしました。 

 以上の結果、当部門の売上高は792百万円で、前年同期比23.3％の減少となりました。 

  
（光通信関連機器） 

 光通信関連機器部門においては、光通信関連デバイス市場は拡大傾向にあるものの、FTTH（Fiber To The Home）

向けレンズなどの部品は低価格化が進み、販売価格が急速に下落してきたことにより光部品の販売数量は伸びました

が、売上高の伸びは低調でありました。 

 以上の結果、当部門の売上高は307百万円で、前年同期比3.3％の増加となりました。 

  
（検査・計測機器） 

 検査・計測機器部門においては、光学技術を応用した製品として液晶配向膜検査装置「LayScan（レイ・スキャ

ン）」、光学部品分光特性検査システム「Wave checker」、シリコンデバイス向け赤外透過検査装置「IRise®700 IR 

Vision System」、およびインライン形状検査装置「高速立体画像処理検査システム」などを販売しており、当第２

四半期連結累計期間においては、赤外透過検査装置「IRise®700 IR Vision System」の販売などが前連結会計年度と



比べ増加いたしました。 

 以上の結果、当部門の売上高は58百万円で、前年同期比109.2％の増加となりました。 

  

機能性材料事業 売上高 824百万円（前年同期比4.5％減）、営業利益65百万円（前年同期比23.5％増）   

 機能性材料事業においては、メディカル用各種チューブ、バイオ・医療機器分野向け高機能テフロンシール（バル

シール）などを中心に順調に需要は推移いたしました。しかし、売上高は前期まで好調であった光通信関連業界向け

高純度石英において、価格競争の激化などにより、前年同期に比べて減少いたしました。一方、利益面については前

年同期に比べて利益率が高い製品の売上割合が増加したことなどにより、営業利益は増加いたしました。 

  

バイオ関連事業 売上高 615百万円（前年同期比26.3％増）、営業損失190百万円（前年同期比27.8％減）  

 バイオ関連事業においては、主力製品である自動精製装置「Purif」シリーズの販売が好調であったことなどか

ら、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。利益面については、原価低減活動や、営業の効率化を図ることによ

り、営業損失は縮小いたしました。 

  

その他の事業 売上高 49百万円（前年同期比23.5％減）、営業利益24百万円（前年同期営業損失20百万円） 

 その他の事業においては、連結子会社モリテックス香港有限公司による賃料収入などが売上高の主体となっており

ます。 

   

 所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

（日本） 

 国内売上高は、マシンビジョンシステム部門において電子部品実装装置業界での新規設備投資が抑制されたことか

ら、受注は大幅に減少いたしましたが、バイオ関連事業の販売が好調でありました。利益面に関しましては、画像機

器関連部門では減少いたしましたが、バイオ関連事業の原価低減活動が功を奏して営業損失が縮小いたしました。 

 以上の結果、国内向けの売上高は7,240百万円（前年同期比0.0％増）となり、営業利益は162百万円（前年同期比

12.7％増）となりました。 

  

（海外） 

 海外売上高は、北米地域におけるマシンビジョンシステム部門の販売が好調でありました。欧州地域では、工業用

画像機器の販売が伸び悩みました。またアジア地域においては、マシンビジョンシステム部門での一部メーカーから

の受注が減少したことや、前連結会計年度末に設立したモリテックスSINGAPORE PTE.LTD.において諸経費が発生いた

しました。 

 以上の結果、海外向けの売上高は1,631百万円（前年同期比8.0％減）となり、営業損失は45百万円（前年同期営業

利益10百万円）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は14,788百万円で、前連結会計年度末と比較して235百万円の減少となりま

した。これは主に、製品214百万円の増加等と、受取手形及び売掛金362百万円の減少等によるものであります。 

 負債の部は7,117百万円で、前連結会計年度末と比較して346百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が51百万円増加いたしましたが、短期および長期借入金が319百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

 純資産の部は7,670百万円で、当第２四半期累計の純利益167百万円等により、前連結会計年度末と比較して110百

万円の増加となりました。 

  

  当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は2,109百万円となり、前連結会計年度と比較して

51百万円の減少となりました。 

  各活動別の説明 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は582百万円となりました。これらの主な要因は、売上債権の減少等によるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は237百万円となりました。これらの主な要因は、有形固定資産の取得による支出等

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） 

 財務活動の結果使用した資金は399百万円となりました。これらの主な要因は、長期借入金の返済による支出およ

び配当金の支払等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 

 当第２四半期業績においては、当社の主力事業であるマシンビジョンシステム部門において、一部の電子部品実装

装置メーカーからの受注が第２四半期会計期間の途中まで好調であったことや、機能性材料事業において各種商材の

売上が拡大したことなどにより、売上高は計画通りの進捗となりました。利益面については、経費の抑制を主とした

各種施策により、営業利益、経常利益、当期純利益が計画を上回る事となりましたので、平成20年10月31日に平成21

年３月期第２四半期連結および個別業績予想数値の修正を行っております。 

 通期業績については、サブプライムローン問題に端を発した国際的な金融市場の混乱は現在も続いており、今後実

体経済への波及が懸念される状況となって来ております。このような状況の中、企業の設備投資は縮小し、また、個

人消費も落ち込みが見られるようになってきていることから、当企業集団の主要販売先である半導体製造装置業界、

電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界の各業界においては、設備投資が大幅に抑制されることが予想されており

ます。以上の状況を踏まえ、平成20年10月31日に平成21年３月期の通期連結および個別業績予想数値の修正を行って

おります。 

 なお、連結および個別の業績予想の内容につきましては、平成20年10月31日にて別途発表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

  

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）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 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）および「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その他有価証券の評価方法の変更 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

 当第２四半期連結会計期間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） 

  （会計処理の方法の変更） 

 その他有価証券の時価のあるものの評価差額の処理方法については、従来、部分純資産直入法により処理

しておりましたが、市場価格の変動による連結財務諸表の不安定性を回避し、期間損益をより適正に反映す

るため、第１四半期連結会計期間より、全部純資産直入法による処理に変更しております。 

 なお、今回の変更に伴う税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

③四半期連結損益計算書の表示方法の変更 

 売上債権売却損は、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、金額的重要性が増加してきたた

め、第１四半期連結累計期間より営業外費用に当該科目をもって掲記することといたしました。 

  

④四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更 

 短期借入金の借入による収入および短期借入金の返済による支出については、従来、総額表示しておりました

が、第１四半期連結累計期間より期間が短くかつ回転が早い短期借入金の借換えによるキャッシュ・フロー 

について純額表示とする方法に変更いたしました。  

  

（４）追加情報 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 平成20年度の法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数の見積もりの変更を

実施いたしました。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ３

百万円減少しております。 



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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,109,637 2,161,202

受取手形及び売掛金 2,511,330 2,874,110

商品 157,159 194,734

製品 2,084,622 1,870,050

原材料 762,327 777,695

仕掛品 416,593 448,583

貯蔵品 61,464 84,851

繰延税金資産 215,073 161,803

その他 230,649 249,063

貸倒引当金 △1,000 △1,500

流動資産合計 8,547,857 8,820,594

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,592,217 2,545,408

減価償却累計額 △923,520 △866,094

建物及び構築物（純額） 1,668,697 1,679,313

機械装置及び運搬具 1,245,642 1,168,669

減価償却累計額 △891,412 △864,681

機械装置及び運搬具（純額） 354,230 303,987

工具、器具及び備品 2,452,042 2,423,294

減価償却累計額 △1,819,868 △1,743,576

工具、器具及び備品（純額） 632,173 679,717

土地 1,736,712 1,736,712

建設仮勘定 121,822 102,701

有形固定資産合計 4,513,636 4,502,431

無形固定資産   

借地権 39,358 37,670

ソフトウエア 117,319 93,470

その他 28,289 31,498

無形固定資産合計 184,967 162,638

投資その他の資産   

投資有価証券 377,357 384,928

関係会社株式 264,813 237,753

破産更生債権等 5,279 5,080

繰延税金資産 481,355 480,058

その他 418,249 435,366

貸倒引当金 △5,279 △5,080

投資その他の資産合計 1,541,776 1,538,107

固定資産合計 6,240,380 6,203,178

資産合計 14,788,238 15,023,773



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,627,429 2,575,780

短期借入金 1,267,025 1,275,476

1年内返済予定の長期借入金 451,832 578,082

未払金 265,943 421,438

未払法人税等 62,778 66,355

賞与引当金 197,393 212,018

その他 215,113 159,784

流動負債合計 5,087,514 5,288,935

固定負債   

長期借入金 894,337 1,079,003

退職給付引当金 1,098,384 1,053,751

受入保証金 13,190 13,190

負ののれん 24,050 28,860

固定負債合計 2,029,961 2,174,805

負債合計 7,117,476 7,463,741

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,241 3,320,241

資本剰余金 3,387,658 3,387,658

利益剰余金 1,015,787 917,895

自己株式 △252 △252

株主資本合計 7,723,434 7,625,543

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,577 9,315

繰延ヘッジ損益 △26,638 △38,462

為替換算調整勘定 △78,374 △90,275

評価・換算差額等合計 △100,435 △119,422

少数株主持分 47,763 53,911

純資産合計 7,670,762 7,560,031

負債純資産合計 14,788,238 15,023,773



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 7,755,693

売上原価 5,544,275

売上総利益 2,211,418

販売費及び一般管理費 2,081,173

営業利益 130,245

営業外収益  

受取利息及び配当金 8,026

為替差益 7,994

持分法による投資利益 30,950

負ののれん償却額 5,601

その他 22,205

営業外収益合計 74,779

営業外費用  

支払利息 27,802

手形売却損 7,259

売上債権売却損 12,729

営業外費用合計 47,791

経常利益 157,233

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 2,420

固定資産除却損 46

特別損失合計 2,466

税金等調整前四半期純利益 154,767

法人税、住民税及び事業税 45,588

法人税等調整額 △59,291

法人税等合計 △13,702

少数株主利益 1,099

四半期純利益 167,370



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 154,767

減価償却費 263,215

負ののれん償却額 △5,601

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） △301

有形固定資産除却損 46

持分法による投資損益（△は益） △30,950

ゴルフ会員権評価損 2,420

受取利息及び受取配当金 △8,026

為替差損益（△は益） △7,994

支払利息 27,802

手形売却損 7,259

売上債権売却損 12,729

補助金収入 △4,596

売上債権の増減額（△は増加） 362,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,449

仕入債務の増減額（△は減少） 64,585

その他の流動資産の増減額（△は増加） 21,422

その他の流動負債の増減額（△は減少） △143,758

小計 662,782

利息及び配当金の受取額 8,026

持分法適用会社からの配当金の受取額 3,890

利息の支払額 △27,954

手形売却損の支払額 △7,259

売上債権売却損の支払額 △12,729

補助金の受取額 1,443

法人税等の支払額 △45,578

営業活動によるキャッシュ・フロー 582,619

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 △222,141

無形固定資産の取得による支出 △20,135

子会社株式の取得による支出 △9,415

投資有価証券の取得による支出 △418

投資その他の資産の増減額（△は増加） 14,696

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,414

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） △19,471

長期借入金の返済による支出 △310,916

配当金の支払額 △69,187

財務活動によるキャッシュ・フロー △399,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,564

現金及び現金同等物の期首残高 2,161,202

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,109,637



 

 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）および「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 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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

  
光応用機器 
（千円） 

機能性材料

（千円） 
バイオ関連

（千円） 
その他

（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 6,266,311 824,131 615,258 49,993 7,755,693 － 7,755,693 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 6,266,311 824,131 615,258 49,993 7,755,693 － 7,755,693 

営業利益又は営業損失（△） 230,765 65,964 △190,590 24,105 130,245 － 130,245 

    
〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20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  6,919,874  835,819  7,755,693 －  7,755,693

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 320,440  795,464  1,115,904  (1,115,904) － 

計  7,240,314  1,631,284  8,871,598  (1,115,904)  7,755,693

営業利益  162,264  △45,956  116,307  13,937  130,245

  

〔海外売上高〕  

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

  

  

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）    75,655    308,326  1,266,621  1,650,603

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  7,755,693

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
1.0 4.0 16.3 21.3 

（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。 

  

  

  

  

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  7,922,980  100.0

Ⅱ 売上原価  5,642,073  71.2

売上総利益  2,280,907  28.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,124,285  26.8

営業利益  156,621  2.0

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息及び配当金  6,971   

２．為替差益  23,883   

３．仕入割引  94   

４．研究開発補助金   9,952   

５．持分法による投資利益  14,758   

６．雑収入  20,939  76,599  1.0

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息  29,007   

２．手形等売却損  11,157   

３．その他資産除却損  3,433  43,597  0.6

経常利益    189,623  2.4

Ⅵ 特別損失 

１．固定資産売却損  766

２．固定資産除却損  118

３．投資有価証券等評価損  37,411 38,295 0.5

税金等調整前中間純利益  151,327  1.9

法人税、住民税及び事業税  41,597

法人税等調整額 △14,553  27,044  0.3

少数株主損失 △561 △  0.0

中間純利益  124,844  1.6



（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税金等調整前中間純利益  151,327

２．減価償却費  259,907

３．負ののれん償却額 △4,674

４．退職給付引当金の増加額  2,981

５．貸倒引当金の減少額 △711

６．固定資産売却損  766

７．固定資産除却損  118

８．投資有価証券評価損  37,411

９．持分法による投資利益 △14,758

10．受取利息及び受取配当金 △6,971

11．支払利息  29,007

12．手形等売却損  11,157

13．為替差益 △23,883

14．研究開発補助金 △9,952

15．売上債権の減少額  317,248

16．たな卸資産の増加額 △292,548

17．その他流動資産の減少額  1,319

18．仕入債務の増加額  120,709

19．その他流動負債の増加額  98,201

小計  676,655

20. 利息及び配当金の受取額  6,971

21. 関係会社からの配当金の受取額  4,362

22. 利息の支払額 △29,159

23. 手形等売却損の支払額 △11,157

24. 研究開発補助金の受取額  13,264

25. 法人税等の支払額 △3,285

営業活動によるキャッシュ・フロー  657,651

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 △370,556

２．有形固定資産の売却による収入  365

３．無形固定資産の取得による支出 △10,720

４．投資有価証券の取得による支出 △324

５．投資その他の資産に関する収入・支出（純額）  38,383

投資活動によるキャッシュ・フロー △342,852

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  571,191

２．短期借入金の返済による支出 △567,152

３. 長期借入金の返済による支出 △302,966

４．新株予約権の行使による増資収入  15

５．配当金の支払額 △68,951

財務活動によるキャッシュ・フロー △367,862

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,575

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額（△） △54,639

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,729,984

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,675,345



（３）セグメント情報 

〔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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

   

  

  
光応用機器 
（千円） 

機能性材料

（千円） 
バイオ関連

（千円） 
その他

（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  6,507,266  863,035  487,309  65,369  7,922,980 －  7,922,980

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  6,507,266  863,035  487,309  65,369  7,922,980 －  7,922,980

営業利益又は営業損失（△）  387,174  53,422  △263,834  △20,140  156,621 －  156,621

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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  7,077,555  845,425  7,922,980 －  7,922,980

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 160,312  928,283  1,088,596  (1,088,596) － 

計  7,237,867  1,773,709  9,011,576  (1,088,596)  7,922,980

営業利益  143,954  10,400  154,354  2,267  156,621

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  欧州 北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  175,395  165,360  1,121,390  1,462,147

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  7,922,980

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 2.2  2.1  14.2  18.5



「参考」  

四半期個別財務諸表 

四半期損益計算書 

  
（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

  
当第２四半期累計期間

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高    6,826,458  100.0

Ⅱ 売上原価    4,972,045  72.8

売上総利益    1,854,412  27.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,743,205  25.6

営業利益    111,206  1.6

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息及び配当金  9,191     

２．為替差益  5,788     

３．その他  23,887  38,866  0.6

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息  22,110     

２．手形等売却損  7,259     

３．売上債権売却損  12,335  41,706  0.6

経常利益    108,366  1.6

Ⅵ 特別損失      

１．ゴルフ会員権評価損  2,420  2,420  0.0

税引前四半期純利益    105,946  1.6

法人税、住民税及び事業税  12,500     

法人税等調整額 △60,612  △48,112 △0.7

四半期純利益    154,058  2.3
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