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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4月1日～平成21年9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2四半期 4,274 △44.9 △899 ― △927 ― △2,548 ―

21年3月期第2四半期 7,755 ― 130 ― 157 ― 167 ―

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 △183.41 ―

21年3月期第2四半期 12.04 12.01

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 8,766 3,040 34.3 216.53
21年3月期 11,652 5,510 47.0 394.03

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,008百万円 21年3月期  5,475百万円

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 ― 5.00 ― 0.00 5.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 8,800 △32.4 △1,260 ― △1,260 ― △3,100 ― △223.09



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） 

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照下さい。 

(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．平成21年５月15日に公表しております連結業績予想は、平成21年10月29日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。 
２．本資料に記載されている連結業績予想等に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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。連結業績予想に関する事項は５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に
関する定性的情報をご参照ください。 

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3月期第2四半期 13,895,928株 21年3月期  13,895,928株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  288株 21年3月期  288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 13,895,640株 21年3月期第2四半期 13,895,700株



当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、昨秋来の急速な景気後退からはようやく持ち直しの動きが見

られるようになり、内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸出、生産が増加するなど、緩やかな回復

基調となりました。個人消費については景気刺激策の政策効果もあり持ち直しの動きが見え、企業収益の悪化もテン

ポが落ち着きつつあります。しかしながら、企業の設備投資は大幅に減少しております。 

海外においては、中国では景気刺激策の効果もあり景気は内需を中心に回復の動きを見せ、欧米においても、景

気の下げ止まりが見受けられる様になりました。 

 当企業集団の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界の各業界において

は、アジア地域における液晶パネルメーカーが一部の設備投資を再開し、液晶製造装置業界向けの受注が立ち上がり

つつあるほか、半導体製造装置、電子部品実装装置の受注も回復基調を辿るなど、 悪期は脱しましたが、受注は低

水準に推移いたしました。 

 このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間における当企業集団の受注は、 も受注が減少した時期に

比して底打ちはしたものの低水準に推移し、売上高、営業利益、経常利益ともに、前年に比べ大きく減少いたしまし

た。 

 なお、当第２四半期連結累計期間においては、為替予約解約損が発生すると共に、バイオ関連事業の理化学機器部

門を事業譲渡したことに関連して割増退職金が発生いたしました。また、拠点の集約化による事業の効率化を目指し

て本社移転の検討開始および矢板事業所の閉鎖を決定したことから、本社と矢板事業所の簿価について見直しを行

い、相応する特別損失を計上いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は4,274百万円（前年同期比44.9％減）、営業損失は

899百万円（前年同期営業利益130百万円）、経常損失927百万円（前年同期経常利益157百万円）、四半期純損失

2,548百万円（前年同期四半期純利益167百万円）となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間に、ショット日本株式会社よりライティング・イメージング事業を譲り受ける決

定をいたしました。当第３四半期連結累計期間からは、本件譲り受けによる製品ラインナップの拡充及び客先の増加

により、事業基盤が一層強化されるものと見込んでおります。 

＜セグメント情報＞ 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

光応用機器事業 売上高3,170百万円（前年同期比49.4％減）営業損失955百万円（前年同期営業利益230百万円） 

（マシンビジョンシステム）  

  マシンビジョンシステム部門の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界

の各業界においては、一部に受注の持ち直しの動きは見えたものの、景気低迷の影響により半導体および液晶パネル

メーカーなどからの受注低迷が続いたことから、当社への発注も減少し、結果として売上高は前年同期に比べ大きく

減少いたしました。 

利益面についても、売上高減少の影響を受けたことに加え、当社の売上高水準が従来に比して大きく低下したこ

とにより、社内にたな卸資産の滞留が発生したことから、当第２四半期連結累計期間においてたな卸資産の評価減を

実施いたしました。この結果、営業利益は前年同期に比べ大きく減少し、営業損失となりました。 

 以上の結果、当部門の売上高は2,281百万円で、前年同期比55.8％の減少となりました。  

注）従来光応用機器事業内に表示しておりました「検査・計測機器部門」につきましては、当第１四半期において組

織改編を行ったことを契機として、「マシンビジョンシステム部門」に含めることといたしました。そのため、前

年同期の数値を変更後の数値に組み替えて前年同期との比較を行っております。なお、光応用機器事業内の表示変

更であるため、事業としての数値に変更はありません。 

（画像機器関連） 

画像機器関連部門においては、工業製品分野向けCCDマイクロスコープ（スコープマン）については、景気低迷の

影響により企業の設備投資が抑制されたことから売上高は前年同期に比べ減少いたしました。化粧品業界向け肌カウ

ンセリングシステム関連についても、製品入替需要がやや落ち着いたことから、部門全体での売上高は前年同期に比

べ減少いたしました。 

利益面については、製造コストの改善は進んでいるものの、当第２四半期連結累計期間においてたな卸資産の評

価減を実施したことなどから、営業損失が発生いたしました。 

 以上の結果、当部門の売上高は610百万円で、前年同期比22.9％の減少となりました。  

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



（光通信関連機器） 

 光通信関連機器部門においては、光通信関連デバイス市場の競争の激化によりFTTH（Fiber To The Home）向けレ

ンズなど部品の低価格化が進んでおります。当社においても光通信用部品の需要は好調であるものの、売上単価の下

落により当部門の売上高は前年同期に比べ減少いたしました。 

利益面については、コスト削減努力と生産効率の向上などにより、営業損失は前年同期に比べ減少いたしまし

た。 

 以上の結果、当部門の売上高は278百万円で、前年同期比9.6%の減少となりました。 

  

機能性材料事業 売上高579百万円（前年同期比29.6％減）営業利益91百万円（前年同期比38.6％増）  

 機能性材料事業においては、取扱商材の内、メディカル用各種チューブの販売は堅調でありましたが、景気低迷の

影響などにより取扱商材全般に亘り受注は低迷し、セグメント全体としての売上高は前年同期に比べて減少いたしま

した。 

利益面については、利益率が高い製品の売上割合が増加したことに加え、為替の影響により海外からの仕入価格

が減少し、コスト低減努力が奏功したことなどから、営業利益は前年同期に比べて増加いたしました。  

  

バイオ関連事業 売上高473百万円（前年同期比23.0％減）営業損失62百万円（前年同期営業損失190百万円） 

 バイオ関連事業においては、主要販売先である製薬業界において、景気低迷の影響により企業の設備投資凍結・延

期が相次いだことから、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。 

利益面についてはコスト削減努力を強力に推し進めたことなどにより、営業損失は前年同期に比べ減少いたしま

した。 

なお、バイオ関連事業のうち理化学機器部門については、当社単独での事業展開を継続するよりも、他社への事

業譲渡により経営基盤の強化を図る事が望ましいとの判断に基づき、当第２四半期連結累計期間末日である平成21年

９月30日付で、昭光サイエンティフィック株式会社に事業譲渡をいたしました。 

  

その他の事業 売上高50百万円（前年同期比1.2％増）営業利益26百万円（前年同期比11.9％増） 

 その他の事業においては、連結子会社モリテックス香港有限公司による賃料収入などが売上高の主体となっており

ます。 

  

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 所在地区分の方法については、従来、日本と海外の２区分としておりましたが、前連結会計年度末より従来の「海

外」を「アジア」と「その他」に区分いたしました。  

（日本） 

 国内売上高は、マシンビジョンシステム部門において半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置

業界の各業界において、受注持ち直しの動きが見えましたが、景気低迷の影響により半導体および液晶パネルメーカ

ーなどからの受注低迷が続いたことから大幅な生産調整が行われ、当社の売上高・受注高は前期に比べ大きく減少い

たしました。利益面に関しましては、徹底的な経費の削減に取り組んだものの、売上高減少の影響、およびたな卸資

産の滞留が発生したことから、当第２四半期連結累計期間においてたな卸資産の評価減を実施したことにより営業損

失となりました。 

 以上の結果、国内の売上高は3,914百万円（前年同期比45.9％減）となり、営業損失は800百万円（前年同期営業利

益162百万円）となりました。 

（アジア） 

 昨年来の経済危機の影響を受け、マシンビジョンシステム部門を中心として受注が低迷したことにより売上高は大

幅に減少いたしました。利益面に関しても売上高減少の影響を受け営業損失となりました。 

 以上の結果、アジアの売上高は415百万円（前年同期比57.7％減）となり、営業損失は86百万円（前年同期営業損

失50百万円）となりました。 

（その他） 

 その他地域の売上は、欧州地域ではマシンビジョンシステム部門において堅調ではありましたが、工業用画像関連

機器の販売が減少いたしました。北米地域におきまして、昨年の米国に端を発した金融危機に起因する世界的な景気

後退の影響を受け、マシンビジョンシステム部門および画像機器関連での販売が大幅に減少いたしました。利益面に

関しましては、販売費及び一般管理費の削減効果はありましたが、売上高の減少により営業損失となりました。 

 以上の結果、その他の売上高は352百万円（前年同期比45.6％減）となり、営業損失は26百万円（前年同期営業利

益４百万円）となりました。 

  



  当第２四半期末の総資産は8,766百万円で、前連結会計年度末と比較して2,886百万円の減少となりました。これは

主に、土地・建物の減損損失1,450百万円および、たな卸資産の評価損、事業売却など1,060百万円発生したこと等に

よるものであります。 

  負債の部は5,725百万円で、前連結会計年度末と比較して416百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金235百万円、事業構造改善引当金が154百万円減少したこと等によるものであります。 

  純資産の部は3,040百万円で、当第２四半期の純損失2,548百万円等により、前連結会計年度末と比較して2,470百

万円の減少となりました。 

  当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により851百万円減少し、投資活動により131

百万円増加し、財務活動により105百万円増加いたしました。この結果、現金及び現金同等物は616百万円の減少とな

り、四半期末残高は627百万円となりました。 

 各活動別の説明 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果使用した資金は851百万円となりました。これらの主な要因は、当第２四半期純損失等によるもの

であります。     

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果得られた資金は131百万円となりました。これらの主な要因は、投資有価証券の売却による収入等

によるものであります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果得られた資金は105百万円となりました。これらの主な要因は、短期借入れによる収入、短期およ

び長期借入金の返済による支出等によるものであります。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間においては、当社の主力事業であるマシンビジョンシステム部門の主要販売先である半

導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界の各業界で受注は緩やかな回復基調となったことなど

から、当社の売上高も計画通りの進捗となりました。  

 しかしながら、昨年来の景気の急激な落ち込みに伴い当社の売上高水準が大きく低下したことにより、社内にたな

卸資産の滞留が発生したことから、当第２四半期連結累計期間においてたな卸資産の評価減を実施いたしました。こ

の結果、営業利益が当初の見込みに比し減少することとなりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間においては、平成21年９月30日開示「特別利益及び特別損失の計上に関するお知

らせ」でお知らせしたとおり、今後の収益力向上に向けた施策として、拠点の集約による効率化を図るために本社の

移転および矢板事業所の閉鎖を決定いたしました。そのため、本社および矢板事業所の土地建物について、売却を前

提に簿価の見直しを行い帳簿価格との差異について、特別損失に計上いたしました。加えて、外貨資金の効率化に向

けた為替予約の解約、理化学機器部門の事業譲渡に伴う該当社員への割増退職金、固定資産除却損などを特別損失に

計上したことから、第２四半期の純損失が多大に発生する見込みとなりましたので、平成22年10月29日に平成22年３

月期第２四半期連結および個別業績予想数値の修正を行っております。 

 通期業績については、第２四半期における業績見通しを修正したことに加え、下期の経営環境として、実態経済は

回復基調にあるものの、企業の設備投資は引き続き低調に推移する見込みであること、個人消費については持ち直し

の動きがある一方で、雇用・所得環境が悪化しているため先行きの不安があることなどから、売上、収益面共に厳し

い状況が続くものと予想されます。   

 また、第３四半期以降は平成21年８月25日開示「昭光サイエンティフィック株式会社への理化学機器部門譲渡のお

知らせ」および平成21年９月30日開示「ショット日本株式会社の事業の一部譲受けに関するお知らせ」で公表のとお

り、当社の事業構成から理化学機器部門が担っていた部分が無くなると共に、ショット日本株式会社より事業譲渡を

受けたライティング・イメージング事業が加わることとなります。 

 以上の状況を踏まえ、平成21年10月29日に平成22年3月期の通期連結および個別業績予想数値の修正を行っており

ます。 

 なお、連結および個別の業績予想の内容につきましては、平成21年10月29日にて別途発表の「本社移転の検討開始

および矢板事業所閉鎖に伴う特別損失計上額の変更および業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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



   

  該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 １．連結の範囲に関する事項の変更 

  ①連結の範囲の変更 

    当社は、株式会社コルクを当第２四半期連結会計期間において清算結了しております。 

   ②変更後の連結子会社の数 

    ４社  

 ２．表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書関係）  

 前第２四半期連結累計期間において、営業収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取家賃」は、 

金額的重要性が増加してきたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取家賃」は8,193千円でありま

す。 

 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増

減額」に含めて表示しておりました「賞与引当金の増減額」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累

計期間より区分掲記することとしました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減

額」に含まれる「賞与引当金の増減額」は14,625千円であります。  

  

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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 627,144 1,243,571

受取手形及び売掛金 1,901,588 1,655,132

商品及び製品 1,881,773 2,511,895

仕掛品 173,035 381,493

原材料及び貯蔵品 526,791 748,889

繰延税金資産 5,460 8,737

その他 404,847 125,035

貸倒引当金 △3,212 △3,698

流動資産合計 5,517,427 6,671,058

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,139,920 2,514,724

減価償却累計額 △1,019,504 △971,819

建物及び構築物（純額） 1,120,415 1,542,904

機械装置及び運搬具 1,114,511 1,111,849

減価償却累計額 △864,181 △837,371

機械装置及び運搬具（純額） 250,330 274,477

工具、器具及び備品 1,943,455 2,167,670

減価償却累計額 △1,671,981 △1,790,872

工具、器具及び備品（純額） 271,473 376,798

土地 684,332 1,736,712

リース資産 32,887 29,918

減価償却累計額 △10,739 △6,591

リース資産（純額） 22,147 23,327

建設仮勘定 3,025 26,489

有形固定資産合計 2,351,725 3,980,710

無形固定資産   

借地権 35,515 34,228

ソフトウエア 172,237 194,681

その他 9,499 4,152

無形固定資産合計 217,251 233,062

投資その他の資産   

投資有価証券 52,195 121,229

関係会社株式 203,610 208,585

破産更生債権等 5,331 5,279

その他 423,887 438,119

貸倒引当金 △5,331 △5,279

投資その他の資産合計 679,693 767,934

固定資産合計 3,248,671 4,981,707

資産合計 8,766,099 11,652,765



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,102,872 1,337,987

短期借入金 1,982,136 1,663,554

1年内返済予定の長期借入金 285,937 352,603

未払金 205,460 192,802

リース債務 7,952 6,862

未払法人税等 22,648 48,820

賞与引当金 131,683 139,798

事業構造改善引当金 125,821 279,953

その他 38,642 119,747

流動負債合計 3,903,153 4,142,129

固定負債   

長期借入金 645,950 772,250

リース債務 14,775 16,781

退職給付引当金 1,123,341 1,166,269

受入保証金 17,799 17,557

繰延税金負債 3,526 5,197

負ののれん 14,430 19,240

その他 2,508 2,392

固定負債合計 1,822,330 1,999,688

負債合計 5,725,484 6,141,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,241 3,320,241

資本剰余金 3,387,658 3,387,658

利益剰余金 △3,555,544 △1,006,995

自己株式 △286 △286

株主資本合計 3,152,069 5,700,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86 △6,212

繰延ヘッジ損益 － △54,409

為替換算調整勘定 △143,277 △164,747

評価・換算差額等合計 △143,191 △225,368

少数株主持分 31,736 35,698

純資産合計 3,040,614 5,510,947

負債純資産合計 8,766,099 11,652,765



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,755,693 4,274,576

売上原価 5,544,275 3,726,553

売上総利益 2,211,418 548,022

販売費及び一般管理費 2,081,173 1,447,634

営業利益又は営業損失（△） 130,245 △899,611

営業外収益   

受取利息及び配当金 8,026 2,420

為替差益 7,994 －

持分法による投資利益 30,950 －

負ののれん償却額 5,601 4,810

受取家賃 － 7,768

助成金収入 － 15,027

その他 22,205 11,463

営業外収益合計 74,779 41,490

営業外費用   

支払利息 27,802 23,900

手形売却損 7,259 2,213

為替差損 － 37,414

持分法による投資損失 － 2,057

売上債権売却損 12,729 3,710

営業外費用合計 47,791 69,296

経常利益又は経常損失（△） 157,233 △927,416

特別利益   

固定資産売却益 － 39

投資有価証券売却益 － 30,787

事業構造改善引当金戻入額 － 17,951

事業譲渡益 － 20,000

特別利益合計 － 68,778

特別損失   

固定資産除却損 46 5,592

投資有価証券評価損 － 2,218

減損損失 － 1,450,201

事業構造改善費用 － 180,597

ゴルフ会員権評価損 2,420 50

ゴルフ会員権売却損 － 618

為替予約解約損 － 52,968

特別損失合計 2,466 1,692,246

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（△）

154,767 △2,550,884

法人税、住民税及び事業税 45,588 2,551

法人税等調整額 △59,291 1,190

法人税等合計 △13,702 3,742

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,099 △6,078

四半期純利益又は四半期純損失（△） 167,370 △2,548,548



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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（△）

154,767 △2,550,884

減価償却費 263,215 170,713

負ののれん償却額 △5,601 △4,810

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,632 △42,927

賞与引当金の増減額（△は減少） － △8,115

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △154,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） △301 △433

有形固定資産売却損益（△は益） － △39

有形固定資産除却損 46 5,592

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,218

投資有価証券売却損益（△は益） － △30,787

ゴルフ会員権評価損 2,420 50

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 618

事業譲渡損益（△は益） － △20,000

減損損失 － 1,450,201

持分法による投資損益（△は益） △30,950 2,057

受取利息及び受取配当金 △8,026 △2,420

為替差損益（△は益） △7,994 5,863

支払利息 27,802 23,900

手形売却損 7,259 －

売上債権売却損 12,729 －

補助金収入 △4,596 －

売上債権の増減額（△は増加） 362,581 △246,508

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,449 859,410

仕入債務の増減額（△は減少） 64,585 △220,555

その他の流動資産の増減額（△は増加） 21,422 △5,471

その他の流動負債の増減額（△は減少） △143,758 △34,345

小計 662,782 △800,806

利息及び配当金の受取額 8,026 2,420

持分法適用会社からの配当金の受取額 3,890 2,917

利息の支払額 △27,954 △23,734

手形売却損の支払額 △7,259 －

売上債権売却損の支払額 △12,729 －

補助金の受取額 1,443 －

法人税等の支払額 △45,578 △32,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 582,619 △851,540



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △222,141 △18,437

有形固定資産の売却による収入 － 28,183

無形固定資産の取得による支出 △20,135 △5,857

無形固定資産の売却による収入 － 2,996

子会社株式の取得による支出 △9,415 －

投資有価証券の売却による収入 － 123,876

投資有価証券の取得による支出 △418 △12,464

投資その他の資産の増減額（△は増加） 14,696 13,563

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,414 131,859

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） △19,471 301,126

長期借入金の返済による支出 △310,916 △192,966

配当金の支払額 △69,187 －

リース債務の返済による支出 － △2,808

財務活動によるキャッシュ・フロー △399,574 105,351

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,805 △2,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,564 △616,427

現金及び現金同等物の期首残高 2,161,202 1,243,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,109,637 627,144



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（注）１ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品系列および事業の業態により行っております。 

    ２ 各区分に属する主要な製品・商品は以下の通りであります。 

  

（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〕

  
光応用機器 
（千円） 

機能性材料
（千円） 

バイオ関連
（千円） 

その他
（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  6,266,311 824,131 615,258 49,993  7,755,693  － 7,755,693

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － －  －  － －

計  6,266,311 824,131 615,258 49,993  7,755,693  － 7,755,693

営業利益又は営業損失（△）  230,756 65,964 △190,590 24,105  130,245  － 130,245

  
光応用機器 
（千円） 

機能性材料
（千円） 

バイオ関連
（千円） 

その他
（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  3,170,222 579,864 473,897 50,592  4,274,576  － 4,274,576

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － －  －  － －

計  3,170,222 579,864 473,897 50,592  4,274,576  － 4,274,576

営業利益又は営業損失（△）  △955,789 91,450 △62,236 26,965  △899,611  － △899,611

事業区分 主要製品・商品

光応用機器 

 MML（マシンマイクロレンズ）、CCDカメラ、光源装置及びランプ、光ファイバライトガイ

ド、LED照明、UV照射装置、CCDマイクロスコープ（スコープマン）、コスメティック用肌

カウンセリングシステム、全顔撮影装置（フェイシャルステージ）、光デバイス用自動調

芯装置（FOCAL）、光通信用部品、超精密測長器、高速立体画像処理検査システム、液晶配

向膜検査装置 等 

機能性材料 
シール材、特殊スプリング材、各種機能性粒子、各種特殊チューブ、特殊レーザー、各種

精密加工部品 等 

バイオ関連 
 液相合成装置（L-COS）、化合物精製装置（Purif）、全自動固相抽出装置（EX-MULTI）、

DNA・SNPs受託解析 等 

その他 不動産賃貸 等 



  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア ：香港、中国、シンガポール 

その他 ：北米、欧州  

  

（所在地区分の方法の変更） 

 所在地区分の方法については、従来、日本と海外の２区分としておりましたが、前連結会計年度末より従来

の「海外」を「アジア」と「その他」に区分いたしました。  

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第２四半期連結累計期間において用いた所在地区

分の方法により区分すると次のようになります。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
     

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
海外

（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  6,919,874  835,819  7,755,693  －  7,755,693

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 320,440  795,464  1,115,904 ( ) 1,115,904  －

計  7,240,314  1,631,284  8,871,598 ( ) 1,115,904  7,755,693

 営業利益又は営業損失（△）  162,264  △45,956  116,307  13,937  130,245

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他
（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  3,792,694  293,530  188,351  4,274,576  －  4,274,576

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 121,319  122,312  164,257  407,890 (407,890)  －

計  3,914,014  415,843  352,608  4,682,466 (407,890)  4,274,576

営業損失（△）  △800,580  △86,386  △26,604  △913,571  13,960  △899,611

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他
（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  6,919,874  477,729  358,089  7,755,693  －  7,755,693

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 320,440  505,603  289,861  1,115,904 (1,115,904)  －

計  7,240,314  983,332  647,951  8,871,598 (1,115,904)  7,755,693

営業利益又は営業損失（△）  162,264  △50,398  4,442  116,307  13,937  130,245



  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は、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 

欧州 ：イギリス、ドイツ、フランス 

北米 ：米国 

アジア：中国、東アジア、東南アジア諸国、オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国また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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  欧州 北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  75,655  308,326  1,266,621  1,650,603

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  7,755,693

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 1.0  4.0  16.3  21.3

  欧州 北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  122,801  95,084  590,554  808,441

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  4,274,576

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 2.9  2.2  13.8  18.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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