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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年9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2四半期 2,006 ― △443 ― △426 ― △459 ―

21年3月期第2四半期 3,799 △6.2 68 ― 102 ― 32 ―

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2四半期 △24.10 ―

21年3月期第2四半期 1.71 ―

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2四半期 7,976 5,851 73.4 306.72
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2四半期  5,851百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、４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、４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2四半期 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2四半期  652,151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2四半期 19,079,936株 21年3月期第2四半期 19,086,427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２四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的不況が深刻化する中、今夏頃からの経済対策

等の効果により、個人消費に持直しの動きがみられました。しかしながら、設備投資は依然として

低迷しており、雇用情勢も悪化するなど、経済環境は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような厳しい経営環境のなかで、平成 21 年度から新中期経営計画「チャレンジＹＤ」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、事業構造の転換を進めております。当第２四半期連結累計期間におきま

しては、オプト＆メカトロソリューションのコア事業化に舵を切るため今年１月に設立した㈱ワイ

ディー・メカトロソリューションズ（メカソル）の電子部品・液晶・太陽電池などの製造検査装置

関連事業の経営基盤の確立を図るなど事業行動範囲の拡大に努める一方、全社を挙げてコストダウ

ンや経費の削減に取り組みました。しかしながら、昨年来の景気後退による設備投資の延伸、中止

や個人消費の落込みが長引いており、その影響が各事業に及んでいるため、当第２四半期連結累計

期間の売上高は 20 億６百万円（前年同期比 47.2%減）となりました。 

   損益面につきましては、コストダウンや経費削減に全社を挙げて取り組みましたが、売上の落込みをカバ

ーするまでには至らず、連結営業損失４億 43 百万円、連結経常損失４億 26 百万円、連結四半期純損失４

億 59 百万円となりました。 

  なお、売上高の前年同期比減少率は参考として記載しております。 

部門別の営業の状況は、つぎのとおりです。 

［オプトメカトロニクス事業］ 

  メカソルのインフラ整備など新中期経営計画「チャレンジＹＤ」を担う新商品開発の基盤整備に

努め、ガルバノスキャナシステムもリモート溶接スキャナヘッドやウェハダイシングなど期待でき

る用途開拓が進みましたが、液晶業界を始めとした設備投資の冷え込みによる影響が大きく、当部

門の売上高は 6億 92 百万円（前年同期比 37.1％減）となりました。 

［情報セキュリティ事業］ 

  データ復旧サービスが価格戦略の見直しにより台数ベースで増加するとともに、きめ細かな営業

努力で成約率も向上するなど見るべき成果もありましたが、市場の停滞や価格競争激化のため、当

部門の売上高は 2億 14 百万円（前年同期比 22.6％減）となりました。 

［情報マルチメディア事業］ 

ＦＤＤは業界が終息方向にある中で撤退メーカの顧客取り込みもあり減収幅が縮小しましたが、

カードリーダ製品は低価格化がより一層進み減収となりました。また、フォトキオスク端末はコン

ビニ市場やミニラボ市場への拡販活動を推進しましたが、世界的な景気低迷の影響が大きく減収と

なっております。この結果、当部門の売上高は 10億 99 百万円（前年同期比 54.6％減）となりまし

た。 

  

(注）１．当連結会計年度から、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．売上高の前年同期比減少率は参考として記載しております。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

①当第２四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 7億 16 百万円減の 79 億 76 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 82 百万円減の

21 億 24 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 5億 33 百万円減の 58

億 51 百万円となりました。 

②当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ･フローの状況 

当第２四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

４億 95 百万円減少し 30 億 29 百万円となりました。当第２四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 4 億 35 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 20 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 27 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 

  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。 

(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２四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 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。 

３ 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。 
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(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 

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 15 百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は 76 百万

円増加しております。 

３ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を第１四半期連結会計期間から適用してお

ります。 

なお、当第２四半期連結累計期間の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 

第１四半期連結会計期間より法人税法の改正を契機に、機械装置の耐用年数の見直しを行っ

ております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 ５ 製品保証引当金について 

製品保証引当金については、第１四半期連結会計期間より連結子会社が新たに追加になった

ことにより、販売済み製品の無償補修費用の支出に備えるため、過去の支出割合に基づく必要

額を計上しております。 
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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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 2,225 2,719 

預け金 803 805 

受取手形及び売掛金 2,492 2,837 

製品 316 419 

仕掛品 104 185 

原材料及び貯蔵品 147 193 

繰延税金資産 72 75 

その他 79 71 

貸倒引当金 △4 △7 

流動資産合計 6,237 7,299 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 404 258 

土地 381 130 

その他（純額） 130 148 

有形固定資産合計 916 537 

無形固定資産   

その他 39 45 

無形固定資産合計 39 45 

投資その他の資産   

投資有価証券 491 516 

その他 318 319 

貸倒引当金 △27 △27 

投資その他の資産合計 782 809 

固定資産合計 1,738 1,392 

資産合計 7,976 8,692 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 390 719 

未払法人税等 27 4 

製品保証引当金 91 － 

据付工事引当金 2 7 

その他 377 358 

流動負債合計 890 1,091 

固定負債   

退職給付引当金 1,184 1,165 

その他 50 50 

固定負債合計 1,234 1,215 

負債合計 2,124 2,307 
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（単位：百万円未満切捨て）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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) 

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 639 1,142 

自己株式 △165 △165 

株主資本合計 6,004 6,507 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △117 △91 

為替換算調整勘定 △35 △30 

評価・換算差額等合計 △152 △122 

純資産合計 5,851 6,385 

負債純資産合計 7,976 8,692 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円未満切捨て）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成21年９月20日) 

売上高 2,006 

売上原価 1,930 

売上総利益 76 

販売費及び一般管理費 519 

営業損失（△） △443 

営業外収益  

受取利息 3 

雇用調整助成金 13 

その他 2 

営業外収益合計 19 

営業外費用  

為替差損 3 

その他 0 

営業外費用合計 3 

経常損失（△） △426 

特別利益  

固定資産売却益 16 

貸倒引当金戻入額 3 

製品保証引当金戻入額 27 

その他 7 

特別利益合計 54 

特別損失  

たな卸資産評価損 61 

固定資産処分損 0 

固定資産売却損 0 

その他 1 

特別損失合計 63 

税金等調整前四半期純損失（△） △435 

法人税、住民税及び事業税 24 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 24 

四半期純損失（△） △459 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成21年９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（△） △435 

減価償却費 48 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 

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） 18 

据付工事引当金の増減額（△は減少） △5 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △44 

受取利息及び受取配当金 △3 

為替差損益（△は益） 5 

有形固定資産処分損益（△は益） 0 

有形固定資産売却損益（△は益） △15 

売上債権の増減額（△は増加） 345 

たな卸資産の増減額（△は増加） 279 

仕入債務の増減額（△は減少） △329 

未払消費税等の増減額（△は減少） 5 

未払費用の増減額（△は減少） △3 

その他 1 

小計 △137 

利息及び配当金の受取額 2 

法人税等の支払額 △10 

法人税等の還付額 24 

営業活動によるキャッシュ・フロー △120 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

事業譲受けによる支出 △339 

有形固定資産の取得による支出 △8 

有形固定資産の売却による収入 20 

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 △327 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △37 

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 △9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △495 

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 3,029 
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  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。 
 
（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

（５）セグメント情報 
  1. 事業の種類別セグメント情報 

当社グループの事業区分は、情報関連製品・サービス事業の単一セグメントであるため、当第

2 四半期連結累計期間においては事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  2. 所在地別セグメント情報 

当第 2 四半期連結累計期間において、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の

合計額に占める本邦の割合が、いずれも 90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 
  3. 海外売上高 
 当第 2 四半期連結累計期間（自平成 21 年 3 月 21 日 至平成 21 年 9 月 20 日） 

   （単位:百万円） 

  アジア 北 米 欧 州 計 

Ⅰ 海外売上高 324 46 28 399 

Ⅱ 連結売上高 - - - 2,006 

Ⅲ 連結売上高に占め

る海外売上高の割合 16.2% 2.3% 1.4% 19.9% 

(注) 1.国又は地域は地理的近接度により区分しております。 
 2.各区分に属する主な国又は地域 
   アジア……台湾、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア 
   北米 ……米国 
   欧州 ……ベルギー、ドイツ 

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。 
 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   該当事項はありません。 
 
（７）重要な後発事象 

レイリサーチ株式会社との業務資本提携及び株式取得（持分法適用会社化）について 
 
当社は、平成２１年１０月１４日開催の取締役会において、レイリサーチ株式会社（以下「レイ

リサーチ」といいます。）との間で業務資本提携を行うこと、及び、レイリサーチが発行する第三

者割当増資の引き受けにより株式を取得し、レイリサーチを当社の持分法適用会社とすることに関

する基本契約の締結について決議いたしました。 
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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）中間連結損益計算書 
            (単位：百万円）  

前中間連結会計期間  

（自 平成 20.3.21  科     目 

 至 平成 20.9.20)  

  Ⅰ 売上高       3,799  

  Ⅱ 売上原価        3,161  

    売上総利益       638  

  Ⅲ 販売費及び一般管理費   570  

    営業利益        68  

  Ⅳ 営業外収益      38  

    その他        38  

  Ⅴ 営業外費用      3  

   その他       
 

3
 

 

    経常利益       102  

  Ⅵ 特別損失       5  

   その他       5  

    税金等調整前中間純利益 97  

    法人税、住民税及び事業税 6  

   過年度法人税、住民税及び事業税 26  

    法人税等調整額     32  

    中間純利益      32  
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（２）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

           (単位：百万円）  

前中間連結会計期間  

（自 平成 20.3.21  区     分 

 至 平成 20.9.20)  

Ⅰ 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ     

  税金等調整前中間純利益  97  

  売上債権の減少額    673  

  たな卸資産の増加額    △ 212  

  仕入債務の減少額    △ 77  

  未払費用の減少額    △ 25  

   その他         41  

    小計      495  

  法人税等の支払額    △ 17  

  その他       6  

 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ    485  

Ⅱ 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  △ 20  

 投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ    △ 20  

Ⅲ 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ     

  配当金の支払額     △ 152  

  その他       △ 0  

 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ    △ 153  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 19  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   330  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,828  

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 3,158  

 
 

12



　      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 1,101 29.0 692 34.5 △ 409 △ 37.1

 情報セキュリティ 277 7.3 214 10.7 △ 62 △ 22.6

情報マルチメディア 2,420 63.7 1,099 54.8 △ 1,321 △ 54.6

合　　計 3,799 100.0 2,006 100.0 △ 1,793 △ 47.2

うち輸出高 1,173 30.9 399 19.9 △ 773 △ 66.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(注）１．前中間連結会計期間、当第２四半期連結累計期間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。

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

　９月20日まで

（単位：百万円未満切捨て）

　３月21日から

　９月20日まで

    部門別売上高（連結）

前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間
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