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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 3,658 ― △787 ― △800 ― △2,141 ―
20年3月期第3四半期 3,721 △41.0 △726 ― △1,690 ― △7,279 ―

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3四半期 △21.93 ―
20年3月期第3四半期 △140.09 ―

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3四半期 4,874 1,555 31.7 15.85
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3四半期  1,547百万円 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  有   

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 4,400 △16.1 △940 ― △1,000 ― △2,350 ― △24.07

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 
 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。 
 
 上記に記載した予想数値は、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。実際の実績等は、業績の変化等により
上記数字と異なる場合があります。  

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3四半期 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3四半期 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3四半期 97,614,134株 20年3月期第3四半期 51,963,516株
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当第３四半期会計期間における国内外の経済状況については、米国におけるサブプライムローン問題に
端を発した世界的な金融危機が、世界中の株式市場の急激な下落や外国為替市場おける大幅なドル安とな
ったことなどにより、実体経済に大きく影響を与え、設備投資の抑制、企業収益の減少さらに個人消費の
大幅な落ち込みなどにより、日本を含めた世界経済は非常にきびしい景気後退局面となっております。 
 当社グループにおきましては、精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事業の事業の改善に引
き続き注力して行っており、少しずつ業績改善の兆しが見えてきておりました。投資事業においては、前
期から継続して、株式市場を中心とする金融市場全般の投資環境の状況推移を見ながら慎重に事業を選定
している状況となっております。 
 この結果、連結においての売上高3,658百万円、営業損失787百万円、経常損失は800百万円、四半期純
損失は2,141百万円となりました。 
 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景気悪化による設備投資の中止や抑制
の影響を受け、光学測定機器及び工業用顕微鏡の売上が低下し、前年同期比18.6％減の510百万円とな
りました。 
 機器販売事業においては、収益性が見込めないと判断したコンピュータ・サプライ商品の販売から撤
退した影響により、売上高は18.6％減の529百万円となりましたが、収益性の高いメディア製品の伸張
により収益力は向上いたしました。 
 プリント基板事業においては、取引先の見直しにより、良質な顧客からの受注が好調であったことや
外国為替市場が有利に働いたことなどから、売上が増加し前年同期比19.3％増の2,619百万円となりま
した。 

 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。 
 日本において当第３四半期、主に投資事業をほとんど行っていなかったことから、前年同期比31.9％
減の1,039百万円となりました。 
アジアにおいては、取引先からの受注が好調であったことから、前年同期比19.3％増の2,619百万円と
なりました。 

  
前年同四半期増減率については、当連結会計年度より四半期会計基準を適用しており、前年同四半期と
は適用される会計基準がことなるため、参考値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３四半期連結会計期間末における総資産は4,874百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,618百
万円減少となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ572百万円減少し、3,319百万円となりまし
た。純資産は、前連結会計年度末に比べ2,045百万円減少し、1,555百万円となりました。 
 資産の主な減少要因といたしましては、債権の貸倒引当金の大幅な積み増しや投資有価証券の評価損
等があげられます。 

②キャッシュ・フローの状況 
 当第３四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21百万円減少
し、43百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは49百万円の増加（前年同期は558百万円の減少）となりまし
た。これは主に税金等調整前四半期純損失2,355百万円の計上、貸倒引当金の増加額1,505百万円、未収
入金の減少620百万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119百万円の増加（前年同期は606百万円の減少）となりまし
た。これは主に、貸付金の回収による増加664百万円、投資有価証券の売却による増加327百万円などに
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189百万円の減少（前年同期は3,175百万円の増加）となりまし
た。これは、主に、短期借入金の返済による支出176百万円によるものであります。 

  
  

当第３四半期連結累計期間において、昨今の金融市場環境の更なる悪化による景気後退の状況から経営
環境が一層厳しくなると危惧される中で、当社としてリスク管理をより厳格化するため財務状況の見直し
を行った結果、保有有価証券の評価損の計上や貸倒費用の増加を計上いたしました。 
 これらを踏まえ、平成20年10月31日に公表いたしました通期業績予想を修正いたします。 
 なお、当該業績予想数値の修正につきましては、本日、平成21年2月12日公表の「特別損失の発生（単
体）及び平成21年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
 当第３四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。 
②固定資産の減価償却方法 
 定率法を採用している資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を按分して算定 
 する方法によっております。 

  

 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。 
 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号但し書き 
 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。 

 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、この処理による当第３四半期累計会計期間への影響は軽微であります。 

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,639 67,411

受取手形及び売掛金 1,165,330 1,212,595

営業投資有価証券 － 122,300

商品 26,508 8,080

製品 264,160 268,291

原材料 191,448 187,808

仕掛品 230,088 169,862

短期貸付金 421,920 1,251,920

未収入金 993,879 970,481

その他 52,012 84,566

貸倒引当金 △675,520 △117,641

流動資産合計 2,715,467 4,225,674

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 439,646 531,877

土地 584,200 634,062

その他（純額） 216,186 289,795

有形固定資産合計 1,240,033 1,455,735

無形固定資産 6,484 9,474

投資その他の資産   

長期未収入金 1,120,896 450,000

固定化営業債権 1,297,373 2,229,766

その他 190,624 2,178,504

貸倒引当金 △1,709,179 △3,079,766

投資その他の資産合計 899,714 1,778,504

固定資産合計 2,146,231 3,243,713

繰延資産 13,276 23,898

資産合計 4,874,976 7,493,286
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 905,091 699,884

短期借入金 1,297,395 919,475

1年内返済予定の長期借入金 － 563,651

引当金 1,575 7,171

その他 508,152 768,607

流動負債合計 2,712,214 2,958,789

固定負債   

引当金 222,118 236,103

その他 384,829 696,646

固定負債合計 606,947 932,750

負債合計 3,319,162 3,891,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,477,874 12,820,606

資本剰余金 － 1,943,757

利益剰余金 △3,817,547 △11,321,574

自己株式 △903 △903

株主資本合計 1,659,422 3,441,885

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,146 △2,008

為替換算調整勘定 △116,649 △102,875

評価・換算差額等合計 △111,502 △104,883

新株予約権 7,894 21,642

少数株主持分 － 243,102

純資産合計 1,555,814 3,601,746

負債純資産合計 4,874,976 7,493,286
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,658,374

売上原価 3,165,215

売上総利益 493,158

販売費及び一般管理費 1,280,862

営業損失（△） △787,704

営業外収益  

受取利息 36,033

受取配当金 166

その他 83,250

営業外収益合計 119,451

営業外費用  

支払利息 70,523

持分法による投資損失 17,226

為替差損 3,370

その他 41,314

営業外費用合計 132,435

経常損失（△） △800,687

特別利益  

新株予約権戻入益 20,106

関係会社株式売却益 95,639

その他 12,590

特別利益合計 128,336

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,210,665

固定資産除却損 23,006

減損損失 99,171

投資有価証券売却損 938

投資有価証券評価損 347,840

その他 1,527

特別損失合計 1,683,150

税金等調整前四半期純損失（△） △2,355,502

法人税、住民税及び事業税 5,236

法人税等合計 5,236

少数株主利益 △219,233

四半期純損失（△） △2,141,505
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４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  

税金等調整前四半期純損失（△） △2,355,502

減価償却費 120,135

株式交付費償却 10,621

投資有価証券売却損益（△は益） 938

投資有価証券評価損益（△は益） 347,840

関係会社株式売却損益（△は益） △95,639

為替差損益（△は益） 35,624

その他の収入 △20,106

減損損失 99,171

負ののれん償却額 △13,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,505,765

受取利息及び受取配当金 △36,200

支払利息 70,523

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） △1,776

売上債権の増減額（△は増加） 22,501

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,204

未収入金の増減額（△は増加） 620,995

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △122,300

仕入債務の増減額（△は減少） 233,741

未払金の増減額（△は減少） △269,977

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,335

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,596

預り金の増減額（△は減少） 13,772

固定資産除却損 23,017

その他の資産・負債の増減額 △6,313

小計 91,134

利息及び配当金の受取額 36,200

利息の支払額 △70,523

法人税等の支払額 △7,353

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,458
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 △48,550

有形固定資産の売却による収入 7,606

投資有価証券の取得による支出 △63,394

投資有価証券の売却による収入 327,050

貸付けによる支出 △843,600

貸付金の回収による収入 664,940

敷金の差入による支出 △6,093

敷金の回収による収入 81,890

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 119,853

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 19,999

短期借入金の返済による支出 △176,995

長期借入金の返済による支出 △42,966

その他 10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,771

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 43,789
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