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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 700 ― 21 ― 20 ― 12 ―
20年12月期第1四半期 826 △1.3 78 △33.0 84 △22.2 38 △34.3

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12月期第1四半期 505.48 ―
20年12月期第1四半期 1,530.72 ―

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12月期第1四半期 2,752 2,341 84.9 93,755.65
20年12月期 2,881 2,403 83.2 96,255.13

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  2,336百万円 20年12月期  2,398百万円

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12月期 ― 1,300.00 ― 3,100.00 4,400.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
1,500.00 ― 2,000.00 3,500.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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

1,600 △12.3 0 ― 2 △98.9 0 ― 0.00

通期 3,700 △2.8 220 △41.6 225 △45.5 130 △39.7 5,217.53
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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．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。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 
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。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。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 24,916株 20年12月期  24,916株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 24,916株 20年12月期第1四半期 24,916株
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 当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日～３月31日）におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱が実

体経済にも深刻な影響を与え、輸出企業を中心に企業収益は落ち込み、設備投資の抑制や雇用調整等、景気の悪化が

鮮明となりました。 

 当社グループの属する制御機器業界におきましても、自動車・半導体業界をはじめとして国内外ともに設備投資の

凍結、抑制傾向が強まり、需要は大きく減少いたしました。 

 このような経営環境の中で当社グループは、画像処理装置・画像センサ市場の開拓を推し進めるべく、画像セン

サ、ＬＥＤ照明の拡販、国内・海外での新規顧客の開拓、グループシナジーの追求、同業他社との協業など積極的な

営業活動を展開するとともに、徹底した経費削減の実施に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は、急激な需要減少の影響を受け、７億円となり

ました。利益面につきましては、コストダウンや経費削減に努めましたが、急激な売上の減少により営業利益は21百

万円、経常利益は20百万円、四半期純利益は12百万円となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比較して１億28百万円減少し、27億52百万円と

なりました。主な要因は、現金及び預金が62百万円増加し、また売上債権が１億50百万円減少したことによるもので

す。 

（負債及び純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末の負債の残高は、前連結会計年度末と比較して67百万円減少し、４億10百万円となりま

した。主な要因は、買掛金が28百万円減少し、また未払法人税等が61百万円減少したことによるものです。純資産の残

高は、前連結会計年度末と比較して61百万円減少し、23億41百万円となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結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、営業活動により１億54百万円増

加、投資活動により11百万円減少、財務活動により80百万円減少し、期末残高７億39百万円と期首残高比62百万円増加

となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は、１億54百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額72百万円により資金が

減少しましたが、売上債権の減少１億50百万円及び税金等調整前四半期純利益20百万円による資金の増加があったこと

によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により使用した資金は、11百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得９百万円及び無形固定

資産の取得に１百万円使用したことにより資金が減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により使用した資金は、80百万円となりました。これは主に、配当金の支払77百万円によるものです。 

  

  業績予想につきましては、前回（平成21年２月10日発表 「平成20年12月期 決算短信」に記載しておりま

す。）の業績予想より変更しておりません。 

  

該当事項はありません。    

  

該当事項はありません。  

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

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
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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。 

        ２．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日公表分）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、これによる損益に与える影響は軽微であります。  

        

        （追加情報） 

      当社の機械及び装置については、従来、耐用年数を11年としておりましたが、当第1四半期連結会計期間より

７年に変更しております。 

      この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機に、 当社の機械及び装置につき経済的耐用年数の見直しを

行った結果によるものです。 

           なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。  

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 739,963 676,983

受取手形及び売掛金 609,234 759,466

製品 188,079 203,520

仕掛品 － 530

原材料及び貯蔵品 60,188 53,233

繰延税金資産 25,267 18,735

その他 98,363 127,706

貸倒引当金 △172 △663

流動資産合計 1,720,925 1,839,512

固定資産   

有形固定資産 92,729 94,743

無形固定資産   

のれん 1,146 1,209

その他 32,266 31,836

無形固定資産合計 33,413 33,046

投資その他の資産   

投資有価証券 756,749 755,633

繰延税金資産 101,602 104,557

その他 47,693 53,933

貸倒引当金 △630 －

投資その他の資産合計 905,415 914,124

固定資産合計 1,031,558 1,041,914

資産合計 2,752,483 2,881,426

負債の部   

流動負債   

買掛金 129,639 158,431

1年内返済予定の長期借入金 12,324 12,948

未払法人税等 13,761 75,242

賞与引当金 30,895 10,289

その他 110,034 111,409

流動負債合計 296,654 368,320

固定負債   

長期借入金 3,765 6,378

退職給付引当金 61,128 59,196

役員退職慰労引当金 49,327 44,447

固定負債合計 114,220 110,021

負債合計 410,874 478,341
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 546,525 546,525

資本剰余金 554,098 554,098

利益剰余金 1,232,473 1,297,118

株主資本合計 2,333,097 2,397,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,918 550

評価・換算差額等合計 2,918 550

新株予約権 824 211

少数株主持分 4,768 4,581

純資産合計 2,341,609 2,403,085

負債純資産合計 2,752,483 2,881,426
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（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 700,049

売上原価 401,609

売上総利益 298,440

販売費及び一般管理費 276,944

営業利益 21,495

営業外収益  

受取利息 1,067

技術指導料 1,200

その他 96

営業外収益合計 2,364

営業外費用  

支払利息 128

売上割引 318

持分法による投資損失 2,860

その他 182

営業外費用合計 3,489

経常利益 20,370

税金等調整前四半期純利益 20,370

法人税、住民税及び事業税 12,774

法人税等調整額 △5,185

法人税等合計 7,588

少数株主利益 187

四半期純利益 12,594
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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利益 20,370

減価償却費 12,676

のれん償却額 62

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,606

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,932

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,880

貸倒引当金の増減額（△は減少） 139

受取利息及び受取配当金 △1,067

支払利息 128

持分法による投資損益（△は益） 2,860

売上債権の増減額（△は増加） 150,231

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,016

仕入債務の増減額（△は減少） △28,792

未収消費税等の増減額（△は増加） 62,835

その他 △29,736

小計 226,142

利息及び配当金の受取額 1,067

利息の支払額 △128

法人税等の支払額 △72,214

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,866

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 △9,514

無形固定資産の取得による支出 △1,894

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,409

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 △3,237

配当金の支払額 △77,239

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,980

現金及び現金同等物の期首残高 676,983

現金及び現金同等物の四半期末残高 739,963
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 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

当社グループの事業は、電子機器関連事業のうち産業機器用製品の開発、設計、製造、販売並びにこれらの付

帯業務の単一事業であるため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１. 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主な内訳は次のとおりであります。 

      欧州  ……………ドイツ 

      アジア……………中国、台湾、韓国 

      その他……………北米、中南米 

    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。 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 399,028 44,384 13,594 457,007 

Ⅱ 連結売上高（千円）       700,049 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
57.0 6.3 1.9 65.3 

（６）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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  826,605

Ⅱ 売上原価  463,285

 売上総利益  363,319

Ⅲ 販売費及び一般管理費  284,990

 営業利益  78,329

Ⅳ 営業外収益  9,109

Ⅴ 営業外費用  3,213

 経常利益  84,224

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  300

  税金等調整前四半期純利益  83,923

  法人税、住民税及び事業税  46,189

  少数株主損失   405

  四半期純利益  38,139

オプテックス・エフエー㈱（６６６１）平成21年12月期第１四半期決算短信

10



前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（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12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      

 税金等調整前四半期純利益   83,923

 減価償却費   12,262

 のれん償却額   2,368

 持分法による投資損失   2,240

 賞与引当金の増加額   16,978

 退職給付引当金の増加額   5,778

 役員退職慰労引当金の増加額   2,436

 貸倒引当金の増加額   11

 受取利息及び受取配当金   △8,900

 支払利息   259

 固定資産除却損   126

 売上債権の減少額   5,122

 たな卸資産の増加額   △37,223

 仕入債務の増加額   47,753

 未収消費税等の減少額   54,394

 その他   38,181

小計  225,712

 利息及び配当金の受取額   1,052

 利息の支払額   △259

 法人税等の支払額   △100,583

営業活動によるキャッシュ・フロー  125,922

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   △35,693

 無形固定資産の取得による支出   △16,815

投資活動によるキャッシュ・フロー  △52,508

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   △3,237

 配当金の支払額   △62,290

財務活動によるキャッシュ・フロー  △65,527

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  7,886

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  632,116

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  640,003
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

     当社グループの事業は、電子機器関連事業のうち産業機器用製品の開発、設計、製造、販売並びにこれらの付

帯業務の単一事業であるため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

     本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

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

 （注）１. 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主な内訳は次のとおりであります。 

      欧州  ……………ドイツ 

      アジア……………中国、台湾、韓国 

      その他……………北米、中南米 

    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。 

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 492,834  89,286 21,651 603,773 

Ⅱ 連結売上高（千円）       826,605 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
59.6 10.8 2.6 73.0 
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