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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年6月20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 ％

22年3月期第1四半期 821 ― △309 ― △306 ― △364 ―

21年3月期第1四半期 1,627 △3.3 △113 ― △90 ― △62 ―

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

22年3月期第1四半期 △19.09 ―

21年3月期第1四半期 △3.27 ―

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

22年3月期第1四半期 8,161 5,965 73.1 312.65
21年3月期 8,692 6,385 73.5 334.66

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,965百万円 21年3月期  6,385百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 1.00 1.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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

2,200 △42.1 △450 ― △450 ― △490 ― △25.68

通期 5,700 △17.5 △130 ― △130 ― △170 ― △8.91
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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  有  
［（注）詳細は、３ページから５ページまでの「定性的情報・財務情報等 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ページから５ページまでの「定性的情報・財務情報等 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．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．本資料で記載した数値は、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、業績の変化 
  等により、上記予想数値と異なる場合があります。  

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） 22年3月期第1四半期  19,730,959株 21年3月期  19,730,959株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  650,749株 21年3月期  650,589株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  19,080,134株 21年3月期第1四半期  19,088,002株
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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 

当第１四半期は、新中期経営計画をスタートさせ、新しい事業体制（オプトメカトロニクス事業、

情報セキュリティ事業、情報マルチメディア事業）に再編成して、事業行動範囲の拡大を図ってお

ります。特に、オプトメカトロニクス事業は、今年１月に設立した㈱ワイディー・メカトロソリュ

ーションズの電子部品・液晶・太陽電池などの製造検査装置関連事業との戦略的連携を密にして、

オプト＆メカトロソリューションのコア事業化のスピードアップを図っております。しかしながら、

昨年来の米国発金融危機に端を発した景気後退の影響で設備投資の延伸、中止や個人消費の落込み

が続き、その影響が各事業に及んでいるため、売上高は 8 億 21 百万円（前年同四半期比 49.5%減）、

経常損失は 3億 6百万円となりました。 

四半期純損失は、たな卸資産評価損等の計上により 3億 64 百万円となりました。 

  なお、売上高の前年同四半期比減少率は参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①当第１四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 

 資産の部では、現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の減少、建物及び構築物の増加、

土地の増加などにより、資産の合計は前年度末比 5 億 31 百万円減の 81 億 61 百万円となり

ました。 
   負債の部では、支払手形及び買掛金の減少などにより、負債合計は前期末比 1 億 11 百万円

減の 21 億 95 百万円となりました。 
 純資産の部では、利益剰余金の減少などにより、純資産合計は前年度末比 4 億 20 百万円減

の 59 億 65 百万円となりました。 
②当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ･フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 5

億 51 百万円減少し 29 億 73 百万円となりました。当第 1四半期における各キャッシュ・フローの

状況はつぎのとおりです。 

営業活動によるキャッシュ･フローは、税金等調整前四半期純損失 3 億 46 百万円による資金減

少、売上債権の回収による資金増加などにより 1 億 69 百万円の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ･フローは、主に事業の譲受けのための支出により３億 40 百万円の

減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、主に配当金の支払いにより 38 百万円の減少となりまし

た。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成 21 年４月 14 日に発表いたしま

した業績予想と変更はございません。 

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） 

   該当事項はありません。 
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(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 

 １ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

     当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積

高を算定しております。 

 ２ 棚卸資産の評価方法 

  営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価

額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度末以降に著しい変化が

ないと認められる限り、前連結会計年度末における連結貸借対照表価額で計上する方法によっ

ております。 

３ 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きましては、連結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。 

４ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

    なお、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用はありません。 

(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 

 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」(企業会計基準委員会 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」(企業会計基準委員会 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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

    当第 1四半期連結会計期間より平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 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。 

  これにより、営業損失、経常損失は 0百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は 61 百万円

増加しております。 

  ３ リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成

５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19年３月 30 日改正））および「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））により、当第１四半期連結会計期間

からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 
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     また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

    なお、リース会計基準適用初年度開始前および開始後において、１件当たりのリース料総額

が 3 百万円を超える重要な所有権移転外ファイナンス・リース取引がないため、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を行っております。 

    これにより損益に与える影響はありません。 

４ 有形固定資産の耐用年数の変更 

     法人税法の改正を契機として機械装置の耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結会計期

間より改正後の法人税法に基づく耐用年数を適用しております。 

    これにより損益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円未満切捨て）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,171 2,719 

預け金 802 805 

受取手形及び売掛金 2,465 2,837 

製品 381 419 

原材料及び貯蔵品 144 193 

仕掛品 279 185 

繰延税金資産 73 75 

その他 75 71 

貸倒引当金 △6 △7 

流動資産合計 6,386 7,299 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 406 258 

土地 381 130 

その他（純額） 145 148 

有形固定資産合計 933 537 

無形固定資産   

その他 43 45 

無形固定資産合計 43 45 

投資その他の資産   

投資有価証券 497 510 

その他 327 326 

貸倒引当金 △27 △27 

投資その他の資産合計 797 809 

固定資産合計 1,774 1,392 

資産合計 8,161 8,692 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 513 719 

未払法人税等 28 4 

製品保証引当金 110 － 

据付工事引当金 3 7 

その他 313 358 

流動負債合計 969 1,091 

固定負債   

退職給付引当金 1,176 1,165 

その他 50 50 

固定負債合計 1,226 1,215 
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（単位：百万円未満切捨て）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月20日) 

負債合計 2,195 2,307 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,008 5,008 

資本剰余金 522 522 

利益剰余金 734 1,142 

自己株式 △165 △165 

株主資本合計 6,100 6,507 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △105 △91 

為替換算調整勘定 △29 △30 

評価・換算差額等合計 △134 △122 

純資産合計 5,965 6,385 

負債純資産合計 8,161 8,692 
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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：百万円未満切捨て）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成21年６月20日) 

売上高 821 

売上原価 875 

売上総損失（△） △53 

販売費及び一般管理費 255 

営業損失（△） △309 

営業外収益  

受取利息 1 

為替差益 0 

その他 0 

営業外収益合計 2 

営業外費用  

その他 0 

営業外費用合計 0 

経常損失（△） △306 

特別利益  

固定資産売却益 0 

貸倒引当金戻入額 0 

製品保証引当金戻入額 20 

特別利益合計 21 

特別損失  

たな卸資産評価損 61 

特別損失合計 61 

税金等調整前四半期純損失（△） △346 

法人税、住民税及び事業税 17 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 17 

四半期純損失（△） △364 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円未満切捨て）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成21年６月20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（△） △346 

減価償却費 24 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 

据付工事引当金の増減額（△は減少） △4 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △26 

受取利息及び受取配当金 △1 

為替差損益（△は益） 2 

売上債権の増減額（△は増加） 375 

たな卸資産の増減額（△は増加） 42 

仕入債務の増減額（△は減少） △207 

未払消費税等の増減額（△は減少） △4 

未払費用の増減額（△は減少） △81 

その他 44 

小計 △172 

利息及び配当金の受取額 0 

法人税等の支払額 △0 

法人税等の還付額 2 

営業活動によるキャッシュ・フロー △169 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

事業譲受による支出 △339 

有形固定資産の取得による支出 △0 

有形固定資産の売却による収入 0 

無形固定資産の取得による支出 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △340 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △38 

自己株式の取得による支出 △0 

自己株式の売却による収入 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △38 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △551 

現金及び現金同等物の期首残高 3,525 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,973 
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　      期　　別　

   　平成20年      平成21年

     平成20年      平成21年

％ ％ ％

オプトメカトロニクス 418 25.8 216 26.4 △ 202 △ 48.3

 情報セキュリティ 138 8.5 102 12.4 △ 36 △ 26.5

情報マルチメディア 1,069 65.7 502 61.2 △ 566 △ 53.0

合　　計 1,627 100.0 821 100.0 △ 805 △ 49.5

うち輸出高 478 29.4 208 25.4 △ 270 △ 56.4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(注）１．前第１四半期、当第１四半期とも部門区分をオプトメカトロニクス、情報セキュリティ、

　　　 　　　情報マルチメディアの３部門に変更しています。　

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（単位：百万円未満切捨て）

　３月21日から

　６月20日まで

    部門別売上高（連結）

前第１四半期   当第１四半期

金　　額 増減率

増　減

    部   門 金　　額 構成比 金　　額 構成比

　３月21日から

　６月20日まで
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