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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4月1日～平成21年6月30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 2,295 △59.8 △733 ― △675 ― △448 ―

21年3月期第1四半期 5,708 ― 497 ― 599 ― 392 ―

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 △12.81 ―

21年3月期第1四半期 11.22 ―

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 22,177 18,805 84.6 535.78
21年3月期 22,349 19,312 86.2 550.35

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,753百万円 21年3月期  19,263百万円

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 ― 6.00 ― 3.00 9.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

4,400 △60.8 △1,750 ― △1,550 ― △1,550 ― △44.29

通期 10,200 △39.9 △2,300 ― △2,000 ― △2,000 ― △57.14



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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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の要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 35,181,898株 21年3月期  35,181,898株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  179,699株 21年3月期  179,213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 35,002,370株 21年3月期第1四半期 35,003,630株



 当第１四半期連結会計期間（平成21年4月～平成21年6月）におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱に端を発す

る世界的な景気後退の影響が長引き、企業収益は落ち込み、設備投資も低調に推移しました。 

 当制御機器業界におきましても、4,5月の出荷総額が2ヶ月連続の最低記録を更新するなど、設備投資回復の実感が

未だ感じられず、厳しい状況となりました。 

 このような状況下、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、主要顧客先である半導体及び自動車関連

業種の設備投資が引き続き低調に推移している状況を受け、センシング事業及びＬＭＰ事業ともに売上が減少し、グ

ループ全体の売上高は2,295百万円(前年同四半期比59.8％減)となりました。 

 利益面につきましては、事業構造改革の断行による原価低減活動と緊急対策を含む固定費削減活動を実施し、収益

の改善に努めてまいりました。その結果、固定費につきましては前年同四半期比27％減となり、損益分岐点売上を前

年同四半期比で23％引き下げることができましたが、大幅な減販に伴い営業損失は733百万円、経常損失は675百万

円、四半期純損失は448百万円となりました。引き続き損益分岐点売上の引き下げに注力してまいります。 

  

(i) 部門別の状況 

 センシング事業では、生産現場の安全要求の高まりに対応するため、強みであるライトカーテンの新商品（小

型製造装置にも対応した超薄型ライトカーテンＳＦ４Ｃ）を投入し、セーフティトータルソリューションの展開

を加速してまいりました。また、営業面につきましては、ＡｉＳ・アプリセンサ商品販売拡大のため、営業部門

を再編し、事業部との連携・一体化を進め、ソリューション提案力を強化してまいりました。 

 売上高につきましては、半導体及び自動車関連業種の設備投資が引き続き低調に推移している状況を受けて販

売が落ち込み、センシング事業の売上高は1,695百万円（同57.9％減）となりましたが、月度売上高は緩やかなが

らも回復しております。 

  

 ＬＭＰ事業では、社外とのアライアンスも活用し、レーザマーカの更なる品質・コスト競争力の強化に向けた

技術の構築や、将来へ向けた先進レーザ技術の蓄積を行ってまいりました。 

 売上高につきましては、幅広い業種に亘る設備投資が引き続き低調に推移した状況を受けて販売が落ち込み、

ＬＭＰ事業の売上高は600百万円（同64.3％減）となりました。しかしながら、昨年10月より発売した新商品３Ｄ

制御ＦＡＹｂレーザマーカの販売は順調に推移し、また、ユーザのニーズを徹底追求した商品を投入することに

より、回復基調にあります。 

  

(ii) 海外事業の状況 

 海外事業につきましては、中国市場における売上拡大を図るため、当社子会社である蘇州神視電子有限公司に

よる現地生産販売を拡大し、デリバリ力・コスト力を強化してまいりました。 

売上高につきましては、世界的な景気後退の影響を受け、全地域の販売が落ち込み、海外全体の売上高は616百

万円（同54.7％減）となりましたが、中国・韓国を中心に回復しております。 

   

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1四半期連結会計期間末における総資産は22,177百万円となり前連結会計年度末に比べ171百万円の減少となり

ました。 

 この主な要因は、受取手形及び売掛金が237百万円減少し、たな卸資産が65百万円減少したこと等による流動資産

の減少288百万円と、固定資産の増加116百万円によります。 

 負債は3,371百万円となり前連結会計年度末に比べ334百万円の増加となりました。 

 この主な要因は、買掛金が258百万円増加したこと等によります。 

 純資産は18,805百万円となり前連結会計年度末に比べ506百万円の減少となりました。 

  この主な要因は、四半期純損失448百万円による減少と、配当金の支払105百万円の減少等によります。 

  

 （キャッシュ・フローについて） 

 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、以下に記載のキャッシュ・フローにより4,198

百万円となり、前連結会計年度末に比べ177百万円増加いたしました。 

 （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、仕入債務の増加による資金の増加250百万円、売上債権の減少による資金

の増加242百万円等がありました。この結果、キャッシュ・フローは338百万円となり前年同四半期に比べ487百万円

減少いたしました。 

 （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、有形固定資産の取得による支出97百万円等により85百万円の支出となり、

前年同四半期に比べ118百万円支出が減少いたしました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額91百万円等により92百万円の支出となり、前年同四半期に

比べ114百万円支出が減少いたしました。 

  

  

 平成21年４月24日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

（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



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）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30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31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,505 3,019 

受取手形及び売掛金 1,814 2,051 

商品及び製品 664 712 

仕掛品 326 236 

原材料及び貯蔵品 1,366 1,473 

預け金 3,792 4,100 

その他 887 1,051 

流動資産合計 12,357 12,645 

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,473 3,483 

その他（純額） 3,407 3,525 

有形固定資産合計 6,880 7,009 

無形固定資産 720 783 

投資その他の資産 2,218 1,910 

固定資産合計 9,819 9,703 

資産合計 22,177 22,349 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 － 325 

買掛金 584 － 

未払金 519 365 

未払法人税等 18 3 

賞与引当金 182 330 

その他 135 125 

流動負債合計 1,439 1,150 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30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31日) 

固定負債   

退職給付引当金 1,813 1,767 

役員退職慰労引当金 3 3 

負ののれん 0 1 

その他 113 113 

固定負債合計 1,931 1,886 

負債合計 3,371 3,037 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,155 3,155 

資本剰余金 4,517 4,517 

利益剰余金 11,155 11,708 

自己株式 △62 △62 

株主資本合計 18,765 19,318 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38 30 

為替換算調整勘定 △49 △85 

評価・換算差額等合計 △11 △55 

少数株主持分 52 48 

純資産合計 18,805 19,312 

負債純資産合計 22,177 22,349 



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,708 2,295 

売上原価 3,337 1,687 

売上総利益 2,371 608 

販売費及び一般管理費 1,873 1,342 

営業利益又は営業損失（△） 497 △733 

営業外収益   

受取利息 8 8 

受取配当金 1 1 

負ののれん償却額 0 0 

持分法による投資利益 6 － 

為替差益 64 2 

助成金収入 － 71 

その他 22 20 

営業外収益合計 104 106 

営業外費用   

持分法による投資損失 － 45 

不動産賃貸費用 1 2 

その他 0 0 

営業外費用合計 2 47 

経常利益又は経常損失（△） 599 △675 

特別利益   

固定資産売却益 － 4 

特別利益合計 － 4 

特別損失   

固定資産除却損 6 2 

その他 0 － 

特別損失合計 6 2 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

593 △674 

法人税、住民税及び事業税 341 3 

法人税等調整額 △141 △229 

法人税等合計 200 △225 

少数株主利益 0 0 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 392 △448 



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 593 △674 

減価償却費 256 236 

負ののれん償却額 △0 △0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79 45 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △102 0 

賞与引当金の増減額（△は減少） △348 △148 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △0 

受取利息及び受取配当金 △10 △10 

為替差損益（△は益） △43 △2 

持分法による投資損益（△は益） 32 45 

有形固定資産除売却損益（△は益） 6 △1 

売上債権の増減額（△は増加） 211 242 

たな卸資産の増減額（△は増加） △688 75 

仕入債務の増減額（△は減少） 634 250 

未払金の増減額（△は減少） 704 197 

その他 △79 40 

小計 1,208 296 

利息及び配当金の受取額 16 7 

法人税等の還付額 － 35 

法人税等の支払額 △398 △0 

営業活動によるキャッシュ・フロー 826 338 

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 △173 △97 

有形固定資産の売却による収入 － 15 

無形固定資産の取得による支出 △30 △4 

投資活動によるキャッシュ・フロー △204 △85 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △206 △91 

財務活動によるキャッシュ・フロー △206 △92 

現金及び現金同等物に係る換算差額 39 17 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455 177 

現金及び現金同等物の期首残高 4,519 4,020 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,975 4,198 



  前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  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４月１日 至 平成21年６月30日) 

  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４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 （注）１．事業区分の方法：当社グループの事業をセンシング事業とＬＭＰ事業とに区分しております。 

２．事業区分に属する主な製品 

センシング事業……光電センサ、近接センサ、圧力センサ、ＡｉＳ製品、省配線システム等 

ＬＭＰ事業  ……レーザマーカ、マイクロスコープ等 

（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〕

  
センサ事業 
（百万円） 

ＬＭＰ事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

   売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,029  1,679  5,708  －  5,708

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

 計  4,029  1,679  5,708  －  5,708

 営業利益  776  80  856  (359)  497

  
センシング事業 

（百万円） 

  
 ＬＭＰ事業 
（百万円） 

  

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

   売上高           

(1）外部顧客に対する売上高   1,695  600   2,295  －   2,295

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
  －  －   －   －  －

 計   1,695  600   2,295  －   2,295

 営業損失（△）   △240  △251   △492  (241)   △733



  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する国又は地域 

アジア……中国、台湾 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

    売上高           

（1）外部顧客に対する売上高   5,480   228   5,708  －   5,708

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
  138   175   313  (313)  －

 計   5,618   404   6,022  (313)   5,708

 営業利益   833   27   860  (363)   497

  
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

    売上高           

(1）外部顧客に対する売上高   2,194   101   2,295  －   2,295

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
  36   68   104  (104)  －

 計   2,230   169   2,400  (104)   2,295

 営業損失（△）   △498   △2   △501  (232)   △733



前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

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。 

   

〔海外売上高〕

  北米 ヨーロッパ アジア・太平洋 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  269  370  720  1,360

Ⅱ 連結売上高（百万円）        5,708

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.7  6.5  12.6  23.8

  北米 ヨーロッパ アジア・太平洋 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  123  148  344  616

Ⅱ 連結売上高（百万円）    2,295

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 5.4  6.5  15.0  26.9

① 北米…………………アメリカ      ② ヨーロッパ……ドイツ 

③ アジア・太平洋……中国、韓国、シンガポール、台湾 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



第１四半期連結累計期間売上高明細表 

a．事業別品目別売上高 

     （  ）内の数値は、内数で海外売上金額を表示。 

  

 b．地域別海外売上高   

  

  

  

  

６．その他の情報

事業及び品目 

  
前第１四半期連結累計期間 

  
自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

  
当第１四半期連結累計期間 

  
自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

増減 

金額（百万円） 
 構成比 

 （％） 
金額（百万円） 

 構成比 

 （％） 
（百万円）  （％） 

センサ             
 

 

(1,095)

3,522

  

 61.7

   

 

(496)

1,491

  

 65.0

 

 

(△598)

△2,030

  

 △57.6

ＡｉＳ 
 

 

(65)

507

  

 8.9

   

 

(35)

203

  

 8.9

 

 

(△29)

△303

  

 △59.9

センシング事業合計 
 

 

(1,160)

4,029

  

 70.6

   

 

(532)

1,695

  

 73.9

 

 

(△628)

△2,334

  

 △57.9

ＬＭＰ事業 
 

 

(200)

1,679

  

 29.4

   

 

(84)

600

  

 26.1

 

 

(△115)

△1,079

  

 △64.3

 全社合計 
 

 

(1,360)

5,708

  

 100.0

   

 

(616)

2,295

  

 100.0

 

 

(△743)

△3,413

  

 △59.8

  

  
前第１四半期連結累計期間 

  
自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日 

  
当第１四半期連結累計期間 

  
自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

増減 

金額（百万円） 
 構成比 

 （％） 
金額（百万円） 

 構成比 

 （％） 
（百万円）  （％） 

北米   269  19.8  123   21.0  △145   △54.2

ヨーロッパ   370  27.2  148   24.1  △221   △59.9

アジア・太平洋   720  53.0  344   55.9  △376   △52.2

 全社合計   1,360  100.0  616   100.0  △743   △54.7
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