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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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 ％

22年6月期第1四半期 138 △39.1 △83 ― △111 ― △111 ―
21年6月期第1四半期 227 ― 10 ― △27 ― △27 ―

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6月期第1四半期 △2,447.50 ―
21年6月期第1四半期 △769.80 ―

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6月期第1四半期 898 174 19.1 3,634.85
21年6月期 1,052 239 22.5 5,322.03

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  172百万円 21年6月期  237百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

583 △12.6 △12 ― △18 ― △18 ― △404.05

通期 1,745 25.1 133 2.9 122 105.5 121 113.8 2,592.44
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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、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。］ 

(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、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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 47,340株 21年6月期  44,540株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 45,483株 21年6月期第1四半期 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 
 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。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨秋の世界的な金融危機以降、経済環境が後退するな
か、各国政府の大規模な景気刺激策を受け一部持ち直しの動きが見られるものの、企業の設備投資の抑制
や雇用情勢の悪化、個人消費の伸び悩みなど、依然として厳しい状況が続いております。当社主力事業で
ある液晶機器事業が属するFPD（フラットパネルディスプレイ）業界においては、中国の「家電下郷」な
どの内需拡大策により液晶テレビの販売が増加し、各国の液晶関連企業は中国における生産設備の増強に
向けた動きを強めております。 
このような状況の中、液晶関連事業においては、当第１四半期会計期間に見込んでいた受注が延びたこ

とより、売上高は85,581千円（前年同期比45.9％減）となりました。 
医療機器事業においては、主要顧客への販売が７月～８月にかけて低調となったことに伴い、売上高は

19,515千円（前年同期比28.9％減）となりました。 
計測機器事業においては、膜厚計などの販売がほぼ従来同様に推移しましたが、売上高は若干減少し、

12,365千円（前年同期比0.7％減）となりました。 
産業機器事業においては、機械製造業などの受注が景気後退の影響により減少し、売上高は11,320千円

（前年同期比61.8％減）となりました。 
また、当第１四半期会計期間より、重要な収益の計上基準の変更により売上総利益は21,440千円減少

し、営業損失は21,440千円、経常損失は21,440千円、四半期純損失は21,440千円増加しております。 
この結果、当第１四半期会計期間における売上高は138,757千円（前年同期比39.1％減）、営業損失

83,264千円（前年同期は営業利益10,454千円）、経常損失111,084千円（前年同期は経常損失27,644千
円）、四半期純損失111,319千円（前年同期は四半期純損失27,897千円）となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ154,026千円減少し、898,703千円と

なりました。これは主に資産の部では「現金及び預金」の減少49,739千円、「受取手形及び売掛金」の
減少107,977千円、「商品及び製品」の減少48,913千円、「機械及び装置」の増加60,754千円であり、
負債の部では「買掛金」の減少117,958千円を反映したものであります。 
また、当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ64,969千円減少し、174,128

千円となりました。これは「資本金」の増加14,700千円、「資本剰余金」の増加14,700千円、「利益剰
余金」の減少111,319千円、「繰延ヘッジ損益」の増加15,095千円によるものです。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 
当第１四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51,239千円減少し、

163,142千円となりました。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20,449千円の収入となりました。これは主に税引前四半期純
損失111,084千円、仕入債務の減少118,276千円に対して、売上債権の減少107,997千円、たな卸資産
の減少52,033千円によるものです。 

  

（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98,106千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78,780千円、投資有価証券の取得による支出14,253千円によるものです。 

  

（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32,969千円の収入となりました。これは主に新株発行による

収入29,400千円、短期借入金の純増加額18,499千円、長期借入金の返済による支出14,628千円による
ものです。 

  

平成22年６月期の業績予想につきましては、平成21年８月14日に公表いたしました第２四半期累計期間
及び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１四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、前事業年度末の実地棚卸高

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、事業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法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
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。 

  

重要な収益の計上基準の変更 
当第１四半期会計期間より、回収期間が４ケ月を超える一定金額以上の中古液晶機器の海外向け販売

取引については、収益の計上基準を従来の販売基準から回収基準(延払金の未回収分に対応する利益相
当額を繰延延払利益として繰延べる処理）に変更しております。 
 この変更は、近年において回収期間が長期に及ぶ海外向け販売取引が増加傾向にあり、今後もその傾
向が継続すると見込まれることから、代金回収期間が長期化することに伴う貸倒リスクを適切に期間損
益計算に反映させることを目的としたものであります。 
 これにより、売上総利益は21,440千円減少し、営業損失は21,440千円、経常損失は21,440千円及び税
引前四半期純損失は21,440千円づつそれぞれ増加しております。 

  

  

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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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 164,642 214,382

受取手形及び売掛金 420,006 527,984

商品及び製品 67,386 116,300

仕掛品 1,017 1,319

原材料及び貯蔵品 5,082 7,902

その他 11,782 35,952

流動資産合計 669,919 903,840

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 155,984 95,229

その他（純額） 1,689 1,977

有形固定資産合計 157,673 97,207

無形固定資産 4,115 867

投資その他の資産   

その他 91,875 75,695

貸倒引当金 △24,880 △24,880

投資その他の資産合計 66,995 50,815

固定資産合計 228,784 148,890

資産合計 898,703 1,052,730

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,649 140,607

短期借入金 395,998 377,499

1年内返済予定の長期借入金 58,512 58,512

未払法人税等 429 2,384

その他 134,995 107,925

流動負債合計 612,583 686,928

固定負債   

長期借入金 106,482 121,110

退職給付引当金 4,763 5,593

その他 745 －

固定負債合計 111,991 126,703

負債合計 724,574 813,631
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 180,350 165,650

資本剰余金 223,052 208,352

利益剰余金 △211,494 △100,175

株主資本合計 191,907 273,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,087 △766

繰延ヘッジ損益 △20,921 △36,016

評価・換算差額等合計 △19,833 △36,783

新株予約権 2,055 2,055

純資産合計 174,128 239,098

負債純資産合計 898,703 1,052,730
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 227,691 138,757

売上原価 129,694 102,652

売上総利益 97,997 36,104

繰延延払利益控除 － 21,440

差引売上総利益 97,997 14,664

販売費及び一般管理費 87,542 97,929

営業利益又は営業損失（△） 10,454 △83,264

営業外収益   

受取利息 270 46

受取配当金 88 112

為替差益 1,056 －

仕入割引 769 460

その他 56 134

営業外収益合計 2,240 753

営業外費用   

支払利息 2,735 3,630

デリバティブ評価損 37,324 15,364

為替差損 － 6,785

その他 279 2,793

営業外費用合計 40,339 28,573

経常損失（△） △27,644 △111,084

税引前四半期純損失（△） △27,644 △111,084

法人税、住民税及び事業税 253 234

法人税等合計 253 234

四半期純損失（△） △27,897 △111,319
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △27,644 △111,084

減価償却費 7,299 19,019

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,167 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 432 △830

受取利息及び受取配当金 △358 △158

支払利息 2,735 3,630

為替差損益（△は益） 832 6,551

デリバティブ評価損益（△は益） 37,324 15,364

売上債権の増減額（△は増加） △119,396 107,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,273 52,033

仕入債務の増減額（△は減少） 33,919 △118,276

その他 875 50,372

小計 △63,084 24,600

利息及び配当金の受取額 358 158

利息の支払額 △3,014 △3,592

法人税等の支払額 △353 △717

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,093 20,449

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 － △900

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 △1,604 △78,780

無形固定資産の取得による支出 － △3,150

投資有価証券の取得による支出 △7,598 △14,253

保険積立金の積立による支出 △2,086 △2,132

保険積立金の解約による収入 － 1,109

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,389 △98,106

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） 70,000 18,499

長期借入金の返済による支出 △4,290 △14,628

株式の発行による収入 － 29,400

株式の発行による支出 － △301

財務活動によるキャッシュ・フロー 65,710 32,969

現金及び現金同等物に係る換算差額 △832 △6,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,605 △51,239

現金及び現金同等物の期首残高 229,289 214,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 215,684 163,142
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該当事項ありません。 

  

当社は、平成21年８月31日付で、東神電気株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この
結果、当第１四半期会計期間において資本金が14,700千円、資本準備金が14,700千円増加し、当第１四
半期会計期間末において資本金が180,350千円、資本準備金が223,052千円となっております。 

(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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