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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 1,007 ― 96 ― 24 ― 22 ―
20年6月期第3四半期 386 △5.9 △138 ― △157 ― △97 ―

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3四半期 615.00 614.25
20年6月期第3四半期 △2,677.11 ―

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3四半期 1,018 105 10.1 2,791.73
20年6月期 604 127 20.7 3,456.90

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  102百万円 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 ― 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 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3四半期 36,740株 20年6月期  36,240株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  ―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3四半期 36,479株 20年6月期第3四半期 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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機や急激な円高の影響による企業業績
の悪化、株価の下落、雇用環境の急激な悪化など、景気の急速な悪化が続いており後退局面が一層顕著と
なりました。 
 日本政府は景気の先行きについて、急激な落ち込みが続く可能性は低下しており悪化テンポが緩むとの
期待があるものの底打ちにまで至っていないとの見方を示しており、今後も予断を許せない状況になって
おります。  
このような状況の中、液晶関連事業においては、中国の内需拡大政策の影響もあり中国向け液晶製造装

置の出荷が比較的堅調に推移した結果、売上高は778,666千円となりました。 
医療機器事業においては、好不況の影響が比較的軽微であり医療用フット・スイッチの受注は依然好調

であり、売上高は79,278千円となりました。 
計測機器事業においては、販売価格改定の効果と造船業界向け受注が比較的堅調で、売上高は37,674千

円となりました。 
産業機器事業においては、景気の急速な後退により自動車業界向けを中心とした製造業などの受注が昨

年より減少したことにより、売上高は84,573千円となりました。 
医療・計測・産業の各事業においては、製品を欧州から輸入し、為替予約などのリスクヘッジを行なっ

ておりますが、急激な為替変動によりデリバティブ評価損が発生した結果、63,382千円の評価損を計上し
ております。 
この結果、当第３四半期累計期間における売上高は1,007,439千円、営業利益96,486千円、経常利益

24,382千円、四半期純利益22,434千円となりました。 
  

（1）資産、負債及び純資産の状況 
 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ414,173千円増加し、1,018,973千円と
なりました。これは主に現金及び預金が71,338千円減少した一方、売掛金が509,731千円増加したことに
よるものです。 
当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ437,133千円増加し、913,950千円となり

ました。これは主に買掛金の増加165,872千円、借入金の増加117,130千円及びデリバィブ債務の増加
114,012千円によるものです。 
当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ22,959千円減少し、105,023千円なり

ました。これは繰越利益剰余金の増加22,434千円及び繰越ヘッジ損益の減少50,629千円によるものです。
（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ71,338千円減少し、
157,951千円となりました。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155,538千円の支出となりました。これは主に税引前四半期純利
益23,151千円、仕入債務の増加166,627千円、デリバティブ評価損63,382千円に対し、売掛金の増加
485,782千円によるものです。 
（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35,319千円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得
による支出24,051千円によるものです。 
（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122,130千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30,000千円、長期借入による収入100,000千円に対し、長期借入金の返済による支出12,870千
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３四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、当第２四半期会計期 
 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 

  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。 

  

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。 
 なお、当第３四半期会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）及び当第３四半 

 期累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）につきましては、「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６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて 
 作成しております。 
②「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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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３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 157,951 229,289 

受取手形及び売掛金 615,141 129,358 

有価証券 614 － 

商品及び製品 62,769 72,212 

仕掛品 － 21,405 

原材料及び貯蔵品 8,255 8,920 

未収還付法人税等 － 10,484 

その他 35,543 17,804 

貸倒引当金 △18,660 △9,972 

流動資産合計 861,615 479,502 

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 112,832 182 

建設仮勘定 － 87,631 

その他（純額） 1,453 994 

有形固定資産合計 114,285 88,808 

無形固定資産 942 1,166 

投資その他の資産 42,130 35,321 

固定資産合計 157,357 125,296 

資産合計 1,018,973 604,799 

負債の部   

流動負債   

買掛金 202,360 36,488 

短期借入金 390,000 360,000 

1年内返済予定の長期借入金 24,312 17,160 

未払法人税等 1,421 353 

デリバティブ債務 123,714 9,701 

その他 55,476 17,375 

流動負債合計 797,284 441,078 

固定負債   

長期借入金 111,388 31,410 

退職給付引当金 5,277 4,328 

固定負債合計 116,665 35,738 

負債合計 913,950 476,816 
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 126,450 123,825 

資本剰余金 169,152 166,527 

利益剰余金 △134,569 △157,004 

株主資本合計 161,032 133,347 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △235 

繰延ヘッジ損益 △58,464 △7,834 

評価・換算差額等合計 △58,464 △8,069 

新株予約権 2,455 2,705 

純資産合計 105,023 127,982 

負債純資産合計 1,018,973 604,799 
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,007,439

売上原価 648,297

売上総利益 359,142

販売費及び一般管理費 262,656

営業利益 96,486

営業外収益  

受取利息 411

受取配当金 88

仕入割引 2,200

その他 922

営業外収益合計 3,623

営業外費用  

支払利息 7,979

デリバティブ評価損 63,382

為替差損 3,477

その他 886

営業外費用合計 75,726

経常利益 24,382

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,752

特別利益合計 3,752

特別損失  

投資有価証券評価損 4,983

特別損失合計 4,983

税引前四半期純利益 23,151

法人税、住民税及び事業税 716

法人税等合計 716

四半期純利益 22,434
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 【第３四半期会計期間】 
(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 339,766

売上原価 249,889

売上総利益 89,876

販売費及び一般管理費 89,478

営業利益 397

営業外収益  

受取利息 140

仕入割引 619

デリバティブ評価益 11,402

その他 269

営業外収益合計 12,432

営業外費用  

支払利息 2,726

為替差損 3,787

その他 400

営業外費用合計 6,914

経常利益 5,915

特別損失  

投資有価証券評価損 4,983

特別損失合計 4,983

税引前四半期純利益 931

法人税、住民税及び事業税 245

法人税等合計 245

四半期純利益 686
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年７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  

税引前四半期純利益 23,151

減価償却費 29,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,687

退職給付引当金の増減額（△は減少） 949

受取利息及び受取配当金 △499

支払利息 7,979

為替差損益（△は益） 2,610

投資有価証券評価損益（△は益） 4,983

デリバティブ評価損益（△は益） 63,382

売上債権の増減額（△は増加） △485,782

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,512

仕入債務の増減額（△は減少） 166,627

その他 △8,379

小計 △155,695

利息及び配当金の受取額 499

利息の支払額 △10,545

法人税等の支払額 △281

法人税等の還付額 10,484

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,538

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 △24,051

投資有価証券の取得による支出 △8,400

投資有価証券の売却による収入 4,599

保険積立金の積立による支出 △6,411

その他 45

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,319

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） 30,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △12,870

新株予約権の行使による株式の発行による収入 5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 122,130

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,338

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 157,951
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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。 

なお、当第３四半期会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）及び第３四半期累計期間

（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで）につきましては「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６条第１項第５号

ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）四半期損益計算書 

   前第３四半期累計期間(平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

 
  

「参考資料」

科目

前年同四半期
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日）

金額(千円)

Ⅰ 売上高 386,814

Ⅱ 売上原価 319,868

  売上総利益 66,946

Ⅲ 販売費及び一般管理費 205,228

  営業損失(△） △ 138,282

Ⅳ 営業外収益 9,485

Ⅴ 営業外費用 28,858

  経常損失(△） △ 157,654

Ⅵ 特別利益 6

Ⅶ 特別損失 198

 税引前四半期純損失(△） △ 157,847

 法人税、住民税及び事業税 390

 法人税等調整額 △ 61,218

 法人税等合計 △ 60,828

 四半期純損失（△） △ 97,018
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（2）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

   前第３四半期累計期間(平成19年７月１日～平成20年３月31日） 
前年同四半期

（自 平成19年７月１日 
  至 平成20年３月31日）

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前四半期純損失 △ 157,847

  減価償却費 610

  デリバティブ評価損 22,208

  貸倒引当金の増加額 2,196

  退職給付引当金の増加額 707

  受取利息 △ 500

  為替差益 △ 26

  支払利息 6,171

  売上債権の減少額 187,971

  たな卸資産の増加額 △ 43,354

  仕入債務の減少額 △ 119,057

  その他 △ 14,678

    小計 △ 115,598

  利息の受取額 500

  利息の支払額 △ 6,684

  法人税等の支払額 △ 33,355

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 155,138

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 △ 88,139

  投資有価証券の取得による支出 △ 7,244

  敷金保証金の差入による支出 △ 345

  敷金保証金の回収による収入 6,400

  保険積立金の積立による支出 △ 4,775

  その他 △ 376

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 94,481

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 250,000

   財務活動によるキャッシュ・フロー 250,000

Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる換算差額 26

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 406

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 242,329

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 242,736
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当第３四半期累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３四半期累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。 

  

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 150,281

医療機器事業 ―

計測機器事業 ―

産業機器事業 ―

その他 ―

合計 150,281

(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 727,942 2,600

医療機器事業 76,835 17,101

計測機器事業 37,995 320

産業機器事業 79,979 2,338

その他 28,280 1,034

合計 951,034 23,395
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当第３四半期累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) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績

事業部門別の名称 販売高(千円)

液晶機器事業 778,666

医療機器事業 79,278

計測機器事業 37,674

産業機器事業 84,573

その他 27,246

合計 1,007,439
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