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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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6月期第1四半期 227 ― 10 ― △27 ― △27 ―
20年6月期第1四半期 125 △0.5 △36 ― △49 ― △31 ―

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6月期第1四半期 △769.80 ―
20年6月期第1四半期 △867.40 ―

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6月期第1四半期 716 74 10.0 1,981.07
20年6月期 604 127 20.7 3,456.90

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  71百万円 20年6月期  125百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 506 100.6 △13 ― △18 ― △18 ― △512.50
通期 1,278 152.8 100 ― 90 ― 90 ― 2,484.27

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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6月期第1四半期  36,240株 20年6月期  36,240株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  36,240株 20年6月期第1四半期  36,240株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及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。 
 ２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した米国大手証
券会社の経営破綻など世界的な金融資本市場の混乱、為替市場での大幅な変動などにより世界的な景気後
退により実体経済への影響が懸念されております。 
このような状況の中、液晶関連事業においては、受注が比較的堅調であり中国向け液晶製造装置の出荷

により売上高は前年同期に比べて増加し、158百万円（前年同期比233.2％増）となりました。 
医療機器事業においては、期初から医療用フット・スイッチの受注が好調であり、売上高は前年同期に

比べて増加し、27百万円（前年同期比22.2％増）となりました。 
計測機器事業においては、販売価格改定も寄与したことにより、売上高は前年同期に比べて増加し、12

百万円（前年同期比9.5％増）となりました。 
産業機器事業においては、機械製造業などの受注が景気後退の影響により減少しており、売上高は前年

同期より減少した結果、29百万円（前年同期比33.3％減）となりました。 
医療・計測・産業の各事業においては、欧州からの輸入による製品の販売を行っておりますが、為替予

約などのリスクヘッジが予想外の大幅な為替変動によりその効果を逆転させており、37百万円の評価損を
計上しております。 
この結果、当第１四半期会計期間における売上高は227百万円（前年同期比81.1％増）、営業利益10百

万円（前年同期は営業損失36百万円）、経常損失27百万円（前年同期は営業損失49百万円）、四半期純損
失27百万円（前年同期は四半期純損失31百万円）となりました。 
なお、前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は参考として記載しております。 
  

（1）資産、負債及び純資産の状況 
  当第１四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ111,897千円増加し、716,697千円とな 
 りました。これは主に現金及び預金が13,605千円の減少した一方、売掛金が116,289千円増加した 
 ことによるものです。 
 当第１四半期末における負債は、前事業年度末に比べ165,381千円増加し、642,198千円となりま  

 した。これは主に買掛金の増加33,919千円、借入金の増加65,710千円及びデリバィブ負債の増加 
 61,524千円によるものです。 
 当第１四半期末における純資産は、前事業年度末に比べ53,484千円減少し、74,498千円となりま 

 した。これは繰越利益剰余金の減少27,897千円及び繰越ヘッジ損益の増加24,200千円によるもの 
 です。 
（2）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度 
 末に比べ13,605千円減少し、215,684千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの 
 要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは66,093千円の支出となりました。これは主に税引前当期 
 純損失27,644千円、売上債権の増加119,396千円に対し、仕入債務の増加33,919千円によるもので 
  す。 
（投資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・フローは12,389千円の支出となりました。これは主に投資有価証 
 券の取得による支出7,598千円によるものです。 
（財務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・フローは65,710千円の収入となりました。これは主に短期借入金 
 の増加による収入70,000千円、長期借入金の返済による支出4,290千円によるものです。 
  

平成21年６月期の業績予想につきましては、平成20年８月15日に公表いたしました第２四半期累計期間
及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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①棚卸資産の評価方法 
  当第１四半期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、前会計期間末の実地 
 棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
②固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却費を期間  
 按分する方法によっております。 
  なお、定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して 
 算定する方法によっております。 
③法人税等及び繰延税金資産の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によ 
 っております。 
  また、繰延税金資産の回収可能性の判断において、経営環境等に著しい変化が生じておらず、 
 一時差異等の発生状況について大幅な変動がないため、前事業年度末に使用した業績予想やタッ 
 クス・プランニングを利用しております。 

  

当事業年度より「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、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
「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)当

第１四半期会計期間から適用し、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。 
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年6月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 215,684 229,289 

受取手形及び売掛金 248,754 129,358 

有価証券 821 － 

商品及び製品 79,411 72,212 

仕掛品 20,665 21,405 

原材料及び貯蔵品 8,734 8,920 

未収還付法人税等 10,484 10,484 

その他 25,858 17,804 

貸倒引当金 △17,140 △9,972 

流動資産合計 593,274 479,502 

固定資産 

有形固定資産 

機械及び装置（純額） 76,811 182 

建設仮勘定 － 87,631 

その他（純額） 1,899 994 

有形固定資産合計 78,710 88,808 

無形固定資産 1,091 1,166 

投資その他の資産 43,620 35,321 

固定資産合計 123,422 125,296 

資産合計 716,697 604,799 

負債の部 

流動負債 

買掛金 70,407 36,488 

短期借入金 430,000 360,000 

1年内返済予定の長期借入金 17,160 17,160 

未払法人税等 434 353 

その他 92,314 27,077 

流動負債合計 610,316 441,078 

固定負債 

長期借入金 27,120 31,410 

退職給付引当金 4,761 4,328 

固定負債合計 31,881 35,738 

負債合計 642,198 476,816 

純資産の部 

株主資本 

資本金 123,825 123,825 

資本剰余金 166,527 166,527 

利益剰余金 △184,901 △157,004 

株主資本合計 105,450 133,347 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,621 △235 

繰延ヘッジ損益 △32,035 △7,834 

評価・換算差額等合計 △33,656 △8,069 

新株予約権 2,705 2,705 

純資産合計 74,498 127,982 

負債純資産合計 716,697 604,799 
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(2) 四半期損益計算書

 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年7月１日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 227,691 

売上原価 129,694 

売上総利益 97,997 

販売費及び一般管理費 87,542 

営業利益 10,454 

営業外収益 

受取利息 270 

受取配当金 88 

為替差益 1,056 

仕入割引 769 

その他 56 

営業外収益合計 2,240 

営業外費用 

支払利息 2,735 

デリバティブ評価損 37,324 

その他 279 

営業外費用合計 40,339 

経常損失（△） △27,644 

税引前四半期純損失（△） △27,644 

法人税、住民税及び事業税 253 

四半期純損失（△） △27,897 
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年7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 

税引前四半期純損失（△） △27,644 

減価償却費 7,299 

デリバティブ評価損益（△は益） 37,324 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,167 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 432 

受取利息及び受取配当金 △358 

支払利息 2,735 

為替差損益（△は益） 832 

売上債権の増減額（△は増加） △119,396 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,273 

仕入債務の増減額（△は減少） 33,919 

その他 875 

小計 △63,084 

利息及び配当金の受取額 358 

利息の支払額 △3,014 

法人税等の支払額 △353 

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,093 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △1,100 

有形固定資産の取得による支出 △1,604 

投資有価証券の取得による支出 △7,598 

保険積立金の積立による支出 △2,086 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,389 

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 70,000 

長期借入金の返済による支出 △4,290 

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,710 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △832 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,605 

現金及び現金同等物の期首残高 229,289 

現金及び現金同等物の四半期末残高 215,684 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

注記事項

(4) 継続企業の前提に関する注記
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該当事項なし 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表 

（1）（要約）四半期損益計算書 

  

 
  

「参考資料」

科目

 前年同四半期
 （平成20年６月期 
 第１四半期）

金額(千円)

Ⅰ 売上高 125,738

Ⅱ 売上原価 98,012

  売上総利益 27,725

Ⅲ 販売費及び一般管理費 64,663

  営業損失(△） △ 36,937

Ⅳ 営業外収益 2,674

Ⅴ 営業外費用 15,400

  経常損失(△） △ 49,663

Ⅵ 特別損失 198

 税引前四半期純損失(△） △ 49,862

 法人税、住民税及び事業税 124

 法人税等調整額 △ 18,552

 法人税等合計 △ 18,427

 四半期純損失（△） △ 31,434
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（2）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

 (平成20年６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

  税引前当期純損失 △ 49,862

  減価償却費 138

  固定資産除却損 198

  為替予約評価損 7,504

  オプション評価損 5,703

  貸倒引当金の増加額 716

  退職給付引当金の増加額 141

  受取利息 △ 261

  支払利息 1,802

  売上債権の増加額 195,658

  たな卸資産の増加額 △ 34,533

  仕入債務の減少額 △ 100,247

  未払金の増加額 5,622

  その他 △ 22,893

    小計 9,686

  利息の受取額 261

  利息の支払額 △ 2,164

  法人税等の支払額 △ 22,533

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 14,748

Ⅱ 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 △ 87,311

  投資有価証券の取得による支出 △ 4,729

  保険積立金の積立による支出 △ 1,446

  その他 △ 300

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 93,787

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の純増加額 310,000

   財務活動によるキャッシュ・フロー 310,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 201,463

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 242,329

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 443,793
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当第１四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業部門別の名称 生産高(千円)

液晶機器事業 15,399

医療機器事業 ―

計測機器事業 ―

産業機器事業 ―

合計 15,399

(2) 受注実績

事業部門別の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

液晶機器事業 314,046 209,243

医療機器事業 22,123 14,207

計測機器事業 12,957 506

産業機器事業 33,652 10,931

合計 382,778 234,888

(3) 販売実績

事業部門別の名称 販売高(千円)

液晶機器事業 158,126

医療機器事業 27,460

計測機器事業 12,451

産業機器事業 29,653

合計 227,691
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