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1.  平成21年6月期第2四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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2四半期 337 △2.3 27 36.6 25 42.0 14 △19.5
20年6月期第2四半期 345 △12.8 20 △73.5 18 △74.6 18 △49.5

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2四半期 658.52 ―
20年6月期第2四半期 801.08 ―

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2四半期 924 751 81.3 33,741.98
20年6月期 993 746 75.1 33,483.46

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  751百万円 20年6月期  746百万円

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 ― 400.00 400.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 611 △28.5 7 △93.0 6 △93.6 2 △95.4 97.59

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2四半期  23,120株 20年6月期  23,120株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  834株 20年6月期  834株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第2四半期  22,286株 20年6月期第2四半期  22,770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．上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値
とは異なる可能性があります。業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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。  
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当第２四半期累計期間においては、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が世界規模で
実体経済にも深刻な影響を及ぼし始め、わが国経済におきましても設備投資の抑制や生産量の調整、急激
な円高等により、企業業績の悪化が顕著となりました。  
 当社が属する光・ナノテクノロジーを中心とした精密計測機器業界においても、主要納入先である半導
体、自動車、光学、通信、家電等の各業界における設備投資の抑制、生産計画の見直し等が行われ、急激
にそれらの需要が減退しております。  
 このような環境の中、当社精密計測事業では、新型測定装置の開発案件を受注する等、当社技術を応用
した製品の販売を積極的に推進しております。一方、液晶製造設備向け及びハードディスクドライブ検査
装置向けの静電容量変位計の販売は、客先の設備投資計画の見直しから、販売は減少いたしました。ま
た、半導体設備業界はメモリー素子の供給過剰による半導体設備投資の抑制が継続されており、半導体製
造装置向け静電容量変位計と半導体検査装置向けID認識装置の販売は前事業年度から継続して伸び悩みま
した。この結果、精密計測事業の売上高は186百万円となりました。  
 光計測事業では、光学機器の研究開発や高解像度レンズの品質管理等に用いられるOTF測定装置につい
て、買い替え需要から引き合いが増加しております。また、高解像度ズームレンズの量産検査装置につき
ましても、ハイビジョン機器の普及に伴って、引き合いが増加しております。一方、高画素数に対応した
携帯電話用デジタルカメラ用のOTF検査装置につきましては、設備投資の抑制の煽りを受け、顧客先の導
入計画が延期になる等、販売が減少いたしました。前事業年度で納入が遅れておりました大型・高額設備
であるOTF測定装置については、第１四半期において納入を完了いたしました。この結果、光計測事業の
売上高は、132百万円となりました。  
 情報機器事業では、新製品である高速パケット網に対応した画像伝送装置と新型衛星電話インターフェ
イスの販売を進めております。この結果、情報機器事業の売上高は、18百万円となりました。  
 以上の結果、売上高は、337百万円（前年同期比2.3%減）、営業利益は27百万円、経常利益は25百万円
となり、税引前四半期純利益は25百万円、四半期純利益は14百万円となりました。  
 今後においても設備投資の抑制や生産調整が継続される等の厳しい見通しが強まっており、これまで以
上に営業活動の強化及び棚卸資産の圧縮、経費の削減、業務等の効率化を推進し、収益性の向上に努めて
まいります。  
  
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  
  当第２四半期累計期間末における総資産は前事業年度末と比較して69百万円減少し、924百万円となり
ました。  
  流動資産につきましては、前事業年度末と比較して66百万円減少し、603百万円となりました。これは
主に、現金及び預金が11百万円、棚卸資産19百万円等が増加いたしましたが、売上債権が95百万円の減少
したこと等によるものであります。固定資産につきましては、前事業年度末と比較して3百万円減少し、
321百万円となりました。これは主に固定資産の減価償却による減少7百万円及び保険積立金の増加4百万
円によるものであります。  
  負債につきましては、前事業年度末と比較し74百万円減少し、172百万円となりました。  
  流動負債につきましては、前事業年度末と比較して62百万円減少し、98百万円となりました。これは主
に仕入債務が53百万円減少したことによるものであります。固定負債につきましては、前事業年度末と比
較して12百万円減少し、74百万円となりました。これは主に長期借入金の減少15百万円及び役社員の退職
引当金の増加2百万円によるものであります。  
  純資産につきましては、前事業年度末と比較して5百万円増加し、751百万円となりました。これは主に
繰越利益剰余金の増加によるものであります。  
  
  (2) キャッシュ・フローの状況  
  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末と比較して12百
万円増加した結果、365百万円となりました。  
  当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況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）  
 当第２四半期累計期間における営業活動の結果得た資金は47百万円となりました。これは税引前四半期
純利益25百万円を計上したことに加え、減価償却費の計上7百万円及び売上債権の減少95百万円などが増
加の主な要因であり、棚卸資産の増加19百万円及び仕入債務の減少53百万円、法人税等の支払が15百万円
等が減少の主な要因であります。  
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
 当第２四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は5百万円となりました。これは主に保険
積立金への支払が4百万円あったこと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）  

・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
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  当第２四半期累計期間における財務活動の結果使用した資金は24百万円となりました。これは長期借
入金の返済による支出が15百万円、配当金の支払額が8百万円あったことによるものであります。  
  
  

平成21年６月期（平成20年７月１日～平成21年６月30日）の通期業績予想につきましては、平成21年１
月23日に発表いたしましたとおり、今後においても設備投資の抑制や生産調整が継続される等、厳しい見
通しが強まっており、市況が速やかに改善される見込みが低いと判断し、売上高611百万円、営業利益7百
万円、経常利益6百万円、当期純利益2百万円に修正しております。  
  なお、本予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を
含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と大きく異なる場合がありますので、
当該業績予想に修正のある場合は速やかに開示してまいります。  
  
  

① 税金費用については、当第２四半期累計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果
会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積もり実効税率を乗じて計算
しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  
 ②棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も
り、簿価切下げを行っております。  

① 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。  
  ② 通常の製造・販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法
によっておりましたが、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
準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表
価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益
に与える影響はありません。  
  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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2四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 360,407 348,413 
受取手形及び売掛金 110,808 206,742 
有価証券 5,017 5,006 
たな卸資産 110,815 91,273 
繰延税金資産 9,629 9,629 
その他 6,563 8,222 
流動資産合計 603,241 669,287 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 68,472 72,008 
機械装置及び運搬具（純額） 7,938 8,834 
土地 90,276 90,276 
その他（純額） 9,340 11,394 
有形固定資産合計 176,028 182,514 

無形固定資産   
ソフトウエア 534 598 
特許権 2,030 2,174 
無形固定資産合計 2,564 2,772 

投資その他の資産   
出資金 100 100 
繰延税金資産 9,933 9,933 
投資不動産（純額） 103,116 104,253 
敷金及び保証金 20,221 20,177 
その他 9,551 4,775 
投資その他の資産合計 142,923 139,240 

固定資産合計 321,516 324,527 

資産合計 924,757 993,814 

負債の部   
流動負債   
買掛金 29,881 83,797 
1年内返済予定の長期借入金 30,000 30,850 
未払金 18,453 20,548 
未払法人税等 12,132 16,615 
未払消費税等 2,307 6,602 
その他 5,744 2,282 

流動負債合計 98,519 160,695 

固定負債   
長期借入金 47,500 62,500 
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(単位：千円)

当第2四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

退職給付引当金 18,214 16,706 
役員退職慰労引当金 8,550 7,700 
固定負債合計 74,264 86,906 

負債合計 172,783 247,602 

純資産の部   
株主資本   
資本金 286,750 286,750 
資本剰余金 323,963 323,963 
利益剰余金 189,950 184,188 
自己株式 △48,689 △48,689 
株主資本合計 751,973 746,212 

純資産合計 751,973 746,212 

負債純資産合計 924,757 993,814 
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(2)【四半期損益計算書】 
  【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 337,757 
売上原価 177,841 

売上総利益 159,916 

販売費及び一般管理費 132,368 
営業利益 27,547 

営業外収益  
受取利息 411 
受取配当金 13 
受取賃貸料 5,100 
営業外収益合計 5,525 

営業外費用  
支払利息 2,371 
為替差損 3,263 
不動産賃貸費用 1,676 

営業外費用合計 7,311 

経常利益 25,761 

特別利益 － 
特別損失  
有形固定資産除却損 63 
特別損失合計 63 

税引前四半期純利益 25,697 

法人税等 11,021 
四半期純利益 14,675 
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  【第２四半期会計期間】 
(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日) 

売上高 123,916 
売上原価 67,259 

売上総利益 56,657 

販売費及び一般管理費 65,306 
営業損失（△） △8,648 

営業外収益  
受取利息 25 
受取配当金 6 
受取賃貸料 2,550 
営業外収益合計 2,582 

営業外費用  
支払利息 1,391 
為替差損 3,008 
不動産賃貸費用 718 

営業外費用合計 5,117 

経常損失（△） △11,184 

特別利益 － 
特別損失  
有形固定資産除却損 △19 
特別損失合計 △19 

税引前四半期純損失（△） △11,164 

法人税等 △4,253 
四半期純損失（△） △6,911 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
  至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期純利益 25,697 
減価償却費 7,952 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,507 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 850 
受取利息及び受取配当金 △425 
支払利息 2,371 
為替差損益（△は益） 5,608 
有形固定資産除却損 63 
売上債権の増減額（△は増加） 95,933 
たな卸資産の増減額（△は増加） △19,541 
仕入債務の増減額（△は減少） △53,915 
未払金の増減額（△は減少） △2,094 
未払消費税等の増減額（△は減少） △4,295 
その他 4,768 
小計 64,480 

利息及び配当金の受取額 425 
利息の支払額 △2,322 
法人税等の支払額 △15,476 

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,106 

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 △185 
敷金及び保証金の差入による支出 △44 
保険積立金の積立による支出 △4,775 
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,004 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △15,850 
配当金の支払額 △8,636 
財務活動によるキャッシュ・フロー △24,486 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,608 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,005 

現金及び現金同等物の期首残高 353,419 
現金及び現金同等物の四半期末残高 365,424 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6．その他の情報 

  事業別受注高・売上高・受注残高明細表

（1）受注高    
 

（単位：千円）

事業別の名称
前中間会計期間 当第２四半期累計期間

増  減 増減率（％）(自 平成19年７月１日 (自 平成20年７月１日
 至 平成19年12月31日）  至 平成20年12月31日）

精密計測事業 242,450 170,435 △72,015 △29.7

光計測事業 106,348 41,914 △64,434 △60.6

情報機器事業 18,091 34,127 16,036 88.6

合   計 366,889 246,476 △120,413 △32.8

（2）売上高    
 

（単位：千円）

事業別の名称
前中間会計期間 当第２四半期累計期間

増  減 増減率（％）(自 平成19年７月１日 (自 平成20年７月１日
 至 平成19年12月31日）  至 平成20年12月31日）

精密計測事業 239,111 186,656 △52,455 △21.9

光計測事業 82,723 132,994 50,271 60.8

情報機器事業 24,017 18,107 △5,910 △24.6

合   計 345,853 337,757 △8,096 △2.3

（3）受注残高   
 

（単位：千円）

事業別の名称
前中間会計期間 当第２四半期累計期間

増  減 増減率（％）(自 平成19年７月１日 (自 平成20年７月１日
 至 平成19年12月31日）  至 平成20年12月31日）

精密計測事業 61,659 29,362 △32,297 △52.4

光計測事業 42,627 3,280 △39,347 △92.3

情報機器事業 9,741 20,020 10,279 105.5

合   計 114,028 52,662 △61,365 △53.8
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等
(1) 中間損益計算書

 
（単位：千円）

科  目

前中間会計期間

(自 平成19年７月１日

  至 平成19年12月31日）

区  分 金  額

Ⅰ 売上高 345,853

Ⅱ 売上原価 180,281

   売上総利益 165,571

Ⅲ 販売費及び一般管理費 145,401

   営業利益 20,170

Ⅳ 営業外収益 5,788

Ⅴ 営業外費用 7,819

   経常利益 18,140

Ⅵ 特別利益 13,852

   税引前中間純利益 31,992

   法人税、住民税及び事業税 14,590

   法人税等調整額 △839

   中間純利益 18,240
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(2) 中間キャッシュフロー計算書
 

（単位：千円）
前中間会計期間

(自 平成19年７月１日
  至 平成19年12月31日）

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間純利益 31,992

   減価償却費 11,354

      退職給付引当金の増加額 4,889

   受取利息及び受取配当金 △419

   支払利息 4,243

      新株予約権戻入益 △13,852

   為替差損 1,778

   売上債権の増加額 △15,003

   たな卸資産の減少額 5,733

   仕入債務の増加額 622

   未払金の減少額 △3,685

   未収消費税等の減少額 2,017

   未払消費税等の増加額 3,984

   その他 △6,258

    小計 27,397

   利息及び配当金の受取額 419

   利息の支払額 △4,179

   法人税等の支払額 △10,634

  営業活動によるキャッシュ・フロー 13,002

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 △1,378

   無形固定資産の取得による支出 △1,330

   敷金保証金の回収による収入 9,600

   その他 △4,775

  投資活動によるキャッシュ・フロー 2,115

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入金の返済による支出 △37,658

   配当金の支払額 △10,553

  財務活動によるキャッシュ・フロー △48,211

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,778

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △34,872

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 421,924

Ⅶ 現金及び現金同等物の
387,051

  中間期末残高
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