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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 360 △55.5 △257 ― △266 ― △277 ―

21年3月期第1四半期 810 ― △157 ― △162 ― △191 ―

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 △2,015.65 ―

21年3月期第1四半期 △1,388.47 ―

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 5,411 1,712 31.6 12,436.11
21年3月期 5,894 2,008 34.1 14,590.53

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,712百万円 21年3月期  2,008百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

820 △56.9 △460 ― △480 ― △490 ― △3,558.98

通期 3,880 △22.4 90 △59.6 50 △72.4 40 △68.2 290.53
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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  有  
（注）詳細は、３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、３～４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 

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な要因により大きく異なる可能性があります。 

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 138,300株 21年3月期  138,300株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  620株 21年3月期  620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 137,680株 21年3月期第1四半期 137,680株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨秋からの景気後退の局面が長期化し、個人消費や
設備投資の低迷など、未だ予断を許さない状況が続いております。 
 液晶を始めとするフラットパネルディスプレイ（FPD)の分野においては、中国で薄型テレビの販売が上
向き、大手FPDメーカーの生産も増加傾向にありますが、設備投資は依然本格回復が見込めておらず、厳
しい状況にあります。このような環境の中、当社グループは全社をあげた受注活動の推進、原価改善、経
費削減に努めましたが、当第１四半期連結累計期間は検査機システム事業の減収による影響から、売上高
360百万円(前年同期比55.5％減)、営業損失257百万円(前年同期は営業損失157百万円)、経常損失266百万
円(前年同期は経常損失162百万円)、四半期純損失277百万円(前年同期は四半期純損失191百万円)となり
ました。 
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。 
検査機システム事業では、厳しい市場環境のもと、太陽電池など成長分野での事業領域拡大にも取り組
み、受注確保に努めました。同事業の売上高はほぼ当初計画通り推移しましたが、196百万円(前年同期比
70.1％減)と前年同期を大幅に下回り、減収に伴う売上総利益の減少から、営業損失は111百万円(前年同
期は営業利益29百万円)となりました。 
創造エンジニアリング事業では、３Ｄモデル検証ツールなどの新規市場開拓に注力しました。米国子会
社の業績が前年同期より改善し、同事業の売上高は103百万円(前年同期比6.2％増)、営業損失は67百万円
(前年同期は営業損失91百万円)となりました。 
メディアネット事業では、ハイビジョン対応のリアルタイムＩＰ映像伝送装置の販売、受注拡大に取り
組みました。売上は堅調に推移し、同事業の売上高は60百万円(前年同期比8.1％増)、営業損失は26百万
円(前年同期は営業損失38百万円)となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ482百万円減少しました。流
動資産では、現金及び預金が89百万円増加しましたが、売上債権の減少552百万円などにより、流動資産
合計は472百万円減少しております。固定資産では、無形固定資産がソフトウエアの投資により7百万円増
加しましたが、有形固定資産が減価償却などにより19百万円減少し、固定資産合計は9百万円減少してお
ります。 
負債は、前連結会計年度末に比べ185百万円減少しました。流動負債では短期借入金が100百万円増加し
ましたが、仕入債務の減少414百万円などにより、流動負債合計は361百万円減少しております。固定負債
は長期借入金の増加175百万円により、固定負債合計が175百万円増加しております。 
純資産は、四半期純損失277百万円の計上などにより、純資産合計が296百万円減少しました。 

  

平成21年５月15日発表の業績予想に変更はありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 
① 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見
積り、洗替え法により簿価切下げを行う方法によっております。 

  

② 原価差異の配賦方法 
予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価へ
の配賦は年度決算と比較して簡便な方法によっております。 

【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

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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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いては、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関しては、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ので、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。 

  

⑤ 退職給付引当金並びに退職給付費用 
期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を計上する方法によっております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

① 税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税
引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 
  

  

(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
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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 1,530,156 1,440,265

受取手形及び売掛金 881,523 1,433,579

商品及び製品 2,997 3,134

仕掛品 483,483 494,669

原材料及び貯蔵品 381,151 374,517

その他 71,827 82,838

貸倒引当金 △52,785 △58,389

流動資産合計 3,298,353 3,770,615

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 590,106 598,078

土地 1,117,578 1,117,578

その他（純額） 128,221 139,771

有形固定資産合計 1,835,906 1,855,428

無形固定資産   

ソフトウエア 210,922 203,502

その他 2,285 2,285

無形固定資産合計 213,208 205,788

投資その他の資産   

その他 83,924 81,767

貸倒引当金 △19,572 △19,572

投資その他の資産合計 64,352 62,195

固定資産合計 2,113,467 2,123,411

資産合計 5,411,821 5,894,027

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 601,642 1,015,719

短期借入金 2,232,000 2,132,000

未払法人税等 2,189 11,348

その他 254,164 292,512

流動負債合計 3,089,997 3,451,580

固定負債   

長期借入金 561,000 386,000

退職給付引当金 39,273 38,112

その他 9,346 9,510

固定負債合計 609,619 433,623

負債合計 3,699,617 3,885,203
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,951,750 1,951,750

利益剰余金 △175,318 102,195

自己株式 △81,658 △81,658

株主資本合計 1,694,773 1,972,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 497 △935

為替換算調整勘定 16,932 37,471

評価・換算差額等合計 17,430 36,536

純資産合計 1,712,204 2,008,823

負債純資産合計 5,411,821 5,894,027
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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）

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 810,390 360,703

売上原価 624,395 298,592

売上総利益 185,995 62,110

販売費及び一般管理費 343,301 319,820

営業損失（△） △157,306 △257,710

営業外収益   

受取利息 88 61

受取賃貸料 2,560 2,844

為替差益 2,589 －

その他 30 0

営業外収益合計 5,269 2,906

営業外費用   

支払利息 10,718 10,535

為替差損 － 775

営業外費用合計 10,718 11,310

経常損失（△） △162,755 △266,114

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5,965

その他 － 1,123

特別利益合計 － 7,089

特別損失   

固定資産除却損 221 37

たな卸資産評価損 28,187 －

特別損失合計 28,409 37

税金等調整前四半期純損失（△） △191,164 △259,061

法人税等 － 18,452

四半期純損失（△） △191,164 △277,514
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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）

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損失（△） △191,164 △259,061

減価償却費 89,764 67,625

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,616 △5,240

退職給付引当金の増減額（△は減少） 480 1,160

受取利息及び受取配当金 △88 △61

支払利息 10,718 10,535

為替差損益（△は益） 79 68

有形固定資産除却損 221 37

売上債権の増減額（△は増加） 184,899 546,764

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,474 4,593

仕入債務の増減額（△は減少） △63,790 △410,668

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,490 △40,919

その他 △12,355 △4,981

小計 2,414 △90,149

利息及び配当金の受取額 88 61

利息の支払額 △11,503 △16,029

法人税等の支払額 △5,782 △24,734

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,782 △130,852

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △30 △30

投資有価証券の取得による支出 △587 △605

有形固定資産の取得による支出 △5,046 －

無形固定資産の取得による支出 △751 －

販売目的ソフトウエアの製作による支出 △59,228 △54,968

その他 △81 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,726 △55,565

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） △200,000 －

長期借入れによる収入 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △50,000 △25,000

その他 △226 △545

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,226 274,454

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,538 1,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137,274 89,859

現金及び現金同等物の期首残高 1,182,920 1,347,735

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,045,646 1,437,595
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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) 

 
(注) 1. 事業区分は、製品の種類別区分によっております。 

2. 各区分に属する主要な製品 
(1) 検査機システム事業 ・・・・・画像処理外観検査装置、ライン観察・監視・管理システム 
(2) 創造エンジニアリング事業・・2D/3D対応CAD/CAM、3D計測モデラー、高速3D出力システム 
(3) メディアネット事業・・・・・遠隔監視・映像配信システム、映像ネットワーク配信システム 
3. 会計処理の方法の変更 
  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 
  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」（企業会計基準委員会 平成18年７ 
  月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ 
  て、検査機システム事業で営業利益が26,952千円増加し、メディアネット事業で営業損失が1,235千円減 
  少しております。 

  

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. 事業区分は、製品の種類別区分によっております。 

2. 各区分に属する主要な製品 
(1) 検査機システム事業 ・・・・・画像処理外観検査装置、ライン観察・監視・管理システム 
(2) 創造エンジニアリング事業・・2D/3D対応CAD/CAM、3D計測モデラー、高速3D出力システム 
(3) メディアネット事業・・・・・遠隔監視・映像配信システム、映像ネットワーク配信システム 

  

(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】

検査機 
システム事業 
(千円)

創造エンジニ
アリング事業 
(千円)

メディア 
ネット事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 656,979 97,477 55,934 810,390 ― 810,390

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 656,979 97,477 55,934 810,390 ― 810,390

営業利益又は営業損失（△) 29,457 △91,136 △38,916 △100,594 （56,711） △157,306

検査機 
システム事業 
(千円)

創造エンジニ
アリング事業 
(千円)

メディア 
ネット事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 196,726 103,483 60,492 360,703 ― 360,703

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 196,726 103,483 60,492 360,703 ― 360,703

営業損失（△) △111,565 △67,514 △26,275 △205,355 （52,355） △257,710
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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） 

  全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情  

 報の記載を省略しております。 

  

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. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
   北米・・・・・・・米国 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

北米 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 282,787 77,915 360,703 ― 360,703

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 6,607 2,303 8,910 （8,910） ─

計 289,394 80,218 369,613 （8,910） 360,703

営業損失（△) △197,220 △13,147 △210,367 （47,342） △257,710
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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) 

 
(注)1. 国または地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

   アジア・・・・・・台湾、韓国、中国 

   その他・・・・・・北米、ヨーロッパ 

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

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. 国または地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

   アジア・・・・・・台湾、韓国、中国 

   北米・・・・・・・米国 

   その他・・・・・・ヨーロッパ 

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

4. 前第１四半期連結累計期間において、「その他の地域」に含めて表示しておりました「北米」は、当第１四 
  半期連結累計期間において連結売上高の10％以上となったので区分掲記することに変更いたしました。 
  なお、前第１四半期連結累計期間の「その他の地域」に含まれる「北米」の海外売上高は68,720千円、連結 
  売上高に占める海外売上高の割合は8.5％であります。 

  

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。 

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 609,379 76,081 685,461

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 810,390

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 75.2 9.4 84.6

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 145,394 77,915 3,868 227,178

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ─ ― 360,703

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 40.3 21.6 1.1 63.0

(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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当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

  

 
(注)１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 創造エンジニアリング事業及びメディアネット事業の一部については、見込生産を行っているため受注実績
はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

  

 
(注) １ 主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
  

 
２ 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

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

検査機システム事業 245,485 △60.0

創造エンジニアリング事業 103,821 +7.6

メディアネット事業 55,073 △41.5

合計 404,379 △49.7

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比
（％） 受注残高(千円) 前年同四半期比

（％）

検査機システム事業 563,726 △68.4 922,360 △71.5

合計 563,726 △68.4 922,360 △71.5

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

検査機システム事業 196,726 △70.1

創造エンジニアリング事業 103,483 +6.2

メディアネット事業 60,492 +8.1

合計 360,703 △55.5

相手先
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社ウインテック ─ ─ 138,965 38.5

日本サムスン株式会社 499,000 61.6 ─ ─
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