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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 1,440 △39.3 △343 ― △335 ― △585 ―

21年3月期第2四半期 2,374 ― △426 ― △444 ― △1,437 ―

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 △5.20 ―

21年3月期第2四半期 △14.73 ―

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 2,744 329 11.8 2.45
21年3月期 3,695 659 17.6 6.67

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  322百万円 21年3月期  652百万円

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 0.00
22年3月期 ― ―

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  有  
 

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 3,380 △29.8 △558 ― △565 ― △730 ― △6.49



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【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、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 

上記に記載した予測値は、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。実際の実績等は、業績の変化等に
より上記数字と異なる場合があります。 

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2四半期  131,425,022株 21年3月期  97,615,022株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  888株 21年3月期  888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  112,553,314株 21年3月期第2四半期  97,614,134株



当第２四半期連結累計期間における世界経済状況については、中国やアジア新興国の緩やかな景気回復
により一部では改善が見られたものの、依然として不安定な状態が続いております。また、日本国内にお
いても一部の業界は回復基調にあるものの、設備投資の抑制、企業収益の減少さらに個人消費の大幅な落
ち込みなどにより、依然非常に厳しい情勢となっております。 
 このような状況下、当社グループにおきましては、精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事
業の改善に引き続き注力しております。また、リスク管理などコンプライアンスの強化などに積極的に取
り組んでおります。 
 当第２四半期連結累計期間の当社グループ売上高は減少基調にあるものの、少しずつ業績改善の兆しが
見えてきております。特にプリント基板事業におきましては、最終利益にて黒字化を達成するに至り、リ
ストラクチャリングの効果が現れております。精密光学機器事業・機器販売事業においては、業界全体が
不調の中、当社グループにおいても依然厳しい状況が続き、売上高は減少しております。また、投資事業
においては、前会計年度から継続して、株式市場を中心とする金融市場全般の投資環境の状況推移を見な
がら慎重に事業を選定している状況であり、現在は積極的な投資を行うに至っておりません。また、リス
ク管理の厳格化を図るため、より厳格かつ保守的に財務状況を精査いたしました結果、貸倒引当金繰入損
351百万円及び固定資産評価損57百万円を計上しました。 
 この結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高1,440百万円、営業損失343百万円、経常損失335百万
円、四半期純損失585百万円となりました。 
 ①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。 
 精密光学機器事業においては、平成21年３月に実現した中国企業とのパートナーシップ合意後、赤外
線レンズの量産化に向けて、開発を進めております。しかし、依然として景気悪化による設備投資の延
期、停止、抑制の影響を受け、主力製品の光学測定機及び工業用顕微鏡の売上が低下し、前年同期比
49.6％減の173百万円となりました。 
 機器販売事業においては、磁気メディア製品の売上の減少から、前年同期比76.6％減の101百万円と
なりました。 
 プリント基板事業においては、受注数の減少により、売上高は前年同期比26.9％減の1,165百万円と
なりましたが、利益面にてリストラクチャリングによる収益力の改善により黒字化を達成するに至って
おります。 

 ②所在地セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
 日本において当第２四半期会計期間、精密光学機器事業・機器販売事業の低迷から、前年同期比
64.7％減の274百万円となりました。 
 アジアにおいては、プリント基板事業の受注数の減少により、前年同期比26.9％減の1,165百万円と
なりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
 当第２四半期連結会計期間末における総資産は2,744百万円となり、前連結会計年度末に比べ950百万
円減少となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ620百万円減少し、2,415百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ330百万円減少し、329百万円となりました。 
 資産の主な減少要因といたしましては、投資有価証券の売却や貸倒引当金等があげられます。 

②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は、前連結会計年度末に比べ185百万円減
少し、83百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは42百万円の減少（前年同期は97百万円の増加）となりました。
これは主に税金等調整前四半期純損失543百万円の計上、貸倒引当金の減少1,264百万円、未収入金の減
少725百万円などによるものであります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは76百万円の減少（前年同期は143百万円の増加）となりまし
た。これは主に、貸付けによる支出55百万円などによるものであります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは65百万円の減少（前年同期は271百万円の減少）となりまし
た。これは、主に、短期借入金の返済による支出135百万円によるものであります。 

  

通期業績の見通しにつきましては、当第２四半期連結累計期間を受け、当初の想定よりも売上げの回復
に遅れが見られることに鑑み、平成21年８月13日に開示しております「平成22年３月期 第１四半期決算
短信」記載の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年11月12日）別途開
示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
  

・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
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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 

 ②棚卸資産の評価方法 
 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実値棚卸を省略し、前連結会計年度 

  末の実値棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
  

当社グループは、平成21年３月期連結会計期間において営業損失1,129百万円を計上し、特別損失
が2,475百万円発生したことから、3,217百万円の当期純損失を計上しており、平成22年３月期第２四
半期においても、営業損失343百万円、四半期純損失585百万円を計上しております。また、子会社ユ
ニオン光学株式会社においては債務超過（純資産△165百万円）となっており、これらにより、当社
グループは、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。 
  
 当社グループは当該重要事象等を解消・改善すべく、以前より、有利子負債の早期解消及び成長戦
略のための資金を調達するため、資本増強等を行うことにより財務基盤の強化、資産売却によるキャ
ッシュ・フローの確保、事業改善・改革の策定及び実行、グループ全体による組織改革やリストラク
チャリング等を実施してまいりました。徐々にではありますが、経営改善の兆しが現れ始めておりま
す。その結果、平成21年３月期においては、当期純損失を計上したものの、一部事業の回復や経費削
減により前期に比べ損失額は減少し、また転換社債型新株予約権付社債の発行、債権回収等により財
務基盤の充実も図ることが出来たと考えています。事業改善計画等の実行可能性を鑑み、「継続企業
の前提に関する注記」は、平成21年３月期連結財務諸表および個別財務諸表には記載しておりません
でした。 
  
 当社グループは、継続したリストラクチャリング、事業構造改革に着手し、外部企業とのアライア
ンスや新規取引先の開拓を積極的に推し進めてきた結果、プリント基板事業にて平成21年１月から３
月にて黒字化を達成するに至り、収益力が改善されてきています。また、財務面においても、新株予
約権の行使、資産売却等により資金調達及び財務基盤の強化も図ることができました。しかしなが
ら、精密光学機器事業を行う子会社ユニオン光学株式会社にて、平成22年３月期第１四半期での売上
高の大幅な減少及び損失拡大により債務超過（純資産△90百万円）となりました。同社における事業
改善・改革には当初予定以上に時間を要することや、当社の資金調達において遅延が生じたことで計
画変更を余儀なくされており、また未回収債権については相手方との協議を随時行っていることか
ら、現段階において継続企業の前提に重要な不確実性が認められますので、前回第１四半期連結財務
諸表より「継続企業の前提に関する注記」を記載することといたしました。 
  
 当第２四半期においても、株式市場や金融市場等の悪化、世界経済自体の冷え込みは依然厳しく、
売上高が継続的に減少したことにより営業損失343百万円となり、未回収債権に対する貸倒引当金繰
入損及び固定資産評価損等による特別損失407百万円を計上し、四半期純損失585百万円となり前期に
引き続き損失を計上しております。その結果、当第２四半期連結会計期間においても継続企業の前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 
  
 当該重要事象等を改善・解消するには、当社財務基盤の安定化、投資事業の立て直し、子会社ユニ
オン光学株式会社の抜本的な経営改革と財務改善及び精密光学機器事業の改善及び売上高の確保・拡
大、プリント基板事業の安定的な継続が不可欠であると考えており、平成22年３月期における具体的
な改善策として、以下の施策を遂行してまいります。 
  

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)

  ①固定資産の減価償却方法 

   定率法を採用している資産については、連結会計年度にかか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) 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 

  該当事項はありません。

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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（主幹事業の安定化と効率化） 
当社グループの精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事業においては、構造改革の事業

再構築や、一部業務の縮小、利益効率を向上させるための取引先の見直し等を行ってまいりました
が、引き続き、事業効率化を最優先とし、リストラクチャリングの継続、基本コストの削減、営業力
の強化等を徹底することで、急激な経済動向の変化によるコスト変動や取引先の動向の変化に適切に
対応できる事業環境を整備してまいります。また、売上高の向上を図る為に、既存事業の技術を応用
した上で新たな事業分野への進出を推進すべく、外部パートナーとの連携を強化することで事業開発
を進めており、早期に実現すべく改革を進めてまいります。 
 グループ全体において、事業間のノウハウや営業協力といったシナジーの見直しを図ることで、グ
ループ間での事業効率向上を目指すための戦略本部機能強化及び事業戦略の再検討及び早期実施を徹
底いたします。 
（投資事業の立て直し） 

前連結会計年度より投資環境を更に保守的に捉え、投資の回収に力を入れてまいりましが、経済状
況の悪化もあり、当初予定していた回収を十分に実行することができませんでした。今後も投資回収
を更に厳格に行い、資金回収に努めてまいります。 
（資金調達及び財務基盤の強化） 

当第２四半期中は、固定資産の売却により資金調達を実施するに至りました。今後の当社必要資金
の調達について、国内外の企業との間で資金調達のための協議を継続しており、必要資金に対応する
基盤構築を進めると共に、継続して有価証券の売却及び債権の回収を実行することで必要資金に対応
してまいります。 
 財務基盤の強化の抜本的な対策として、基本コストの削減に努め、事業改善による事業キャッシ
ュ・フローや投資回収による資金充実化などにより財務基盤の強化を目指します。 
 また、当社子会社であるユニオン光学株式会社の経営基盤改善及び信用力の回復を図る為に、債務
超過を解消し財務状態を回復するべく、外部企業との提携を強化することで新たな資本注入を促進す
る等、効率的かつ有効的な資本政策を早急に策定し、実行してまいります。 
（資産の見直し及び健全化） 

今後継続した資産の健全性の確保に努めるべく、事業上の棚卸資産を含む資産の見直し及び早期の
対応を行える基盤確保に努めます。優良債権及び資産創出、債権の早期回収・対応をより厳格に徹底
することで、リスクを低減し今後の経済状況に柔軟に対応できる経営基盤の構築を遂行いたします。
（グループの組織再編の検討・実施） 

事業・企業の自主性・独立性を維持しつつ、グループとしての事業効率の向上とシナジー効果の創
出を追求するために最適な事業組織に再編し、グループ戦略を構築してまいります。そのために、適
時に資本投下を実現できる財務基盤や金融戦略の安定化・強化を推し進めるとともに、外部企業との
アライアンス等積極的に展開してまいります。 
  
今後も引き続き当社グループ一丸となり、上記の施策及び経営改善策を遂行することにより、経営

安定化、事業黒字化を目指してまいります。これらの対応策について、ユニオン光学株式会社の財務
改善策や資本政策については、外部との連携も視野に入れた調整段階であること、精密光学機器事業
にて抜本的な改革が必要であり当初予定以上に時間を要していることや、当社の資金計画における遅
れや計画の変更、相手先との協議を随時行っている段階であることから、現段階において継続企業の
前提に重要な不確実性が認められます。 
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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：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 85,374 270,739

受取手形及び売掛金 503,037 643,371

商品及び製品 114,912 118,793

仕掛品 146,465 147,409

原材料及び貯蔵品 112,437 138,080

未収入金 184,803 312,829

その他 192,123 249,392

貸倒引当金 △165,366 △131,417

流動資産合計 1,173,788 1,749,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 305,662 392,279

機械装置及び運搬具（純額） 247,934 153,275

土地 484,364 531,417

その他（純額） 31,672 72,890

有形固定資産合計 1,069,634 1,149,861

無形固定資産 2,674 5,766

投資その他の資産   

投資有価証券 152,101 108,011

固定化営業債権 380,900 1,360,016

長期未収入金 454,380 1,098,227

長期貸付金 5,000 39,720

敷金及び保証金 36,690 40,302

その他 768 870

貸倒引当金 △535,926 △1,865,839

投資その他の資産合計 493,913 781,309

固定資産合計 1,566,222 1,936,938

繰延資産 4,868 9,736

資産合計 2,744,879 3,695,874
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（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 521,296 665,107

短期借入金 539,597 1,150,225

その他 798,563 411,403

流動負債合計 1,859,457 2,226,737

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 30,000 280,000

退職給付引当金 213,331 207,238

その他 312,804 321,992

固定負債合計 556,136 809,231

負債合計 2,415,593 3,035,968

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,496,662 5,477,874

資本剰余金 162,376 －

利益剰余金 △1,268,956 △4,830,933

自己株式 △903 △903

株主資本合計 389,178 646,037

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,463 17,292

為替換算調整勘定 △64,786 △11,317

評価・換算差額等合計 △66,250 5,974

新株予約権 6,358 7,894

純資産合計 329,286 659,906

負債純資産合計 2,744,879 3,695,874
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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：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 2,374,077 1,440,246

売上原価 2,026,184 1,248,612

売上総利益 347,892 191,634

販売費及び一般管理費 774,730 535,088

営業損失（△） △426,837 △343,453

営業外収益   

受取利息 30,075 1,796

受取配当金 166 12

為替差益 － 7,068

その他 69,472 38,591

営業外収益合計 99,714 47,467

営業外費用   

支払利息 47,026 28,285

持分法による投資損失 17,226 －

有価証券売却損 － 3,330

為替差損 21,028 －

その他 32,409 8,091

営業外費用合計 117,690 39,707

経常損失（△） △444,813 △335,692

特別利益   

前期損益修正益 － 183,488

投資有価証券売却益 － 8,958

固定資産売却益 － 4,597

新株予約権戻入益 20,106 －

関係会社株式売却益 95,639 －

その他 3,916 2,301

特別利益合計 119,662 199,345

特別損失   

貸倒引当金繰入額 981,129 348,909

固定資産除却損 20,367 1,500

固定資産評価損 － 57,125

減損損失 99,171 －

投資有価証券評価損 249,784 －

その他 1,270 －

特別損失合計 1,351,723 407,535

税金等調整前四半期純損失（△） △1,676,874 △543,882

法人税、住民税及び事業税 3,666 2,472

法人税等合計 3,666 2,472

少数株主利益又は少数株主損失（△） △242,687 38,839

四半期純損失（△） △1,437,853 △585,194
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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損失（△） △1,676,874 △543,882

前期損益修正損益（△は益） － △183,488

減価償却費 89,786 62,430

投資有価証券評価損益（△は益） 249,784 －

関係会社株式売却損益（△は益） △95,639 －

為替差損益（△は益） 13,299 △7,068

その他の収入 △20,106 －

減損損失 99,171 －

負ののれん償却額 △9,191 △9,191

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,078,397 △1,264,380

受取利息及び受取配当金 △30,242 △1,808

支払利息 47,026 28,285

持分法による投資損益（△は益） 17,226 －

有形固定資産売却損益（△は益） △313 △4,597

売上債権の増減額（△は増加） 125,717 146,618

たな卸資産の増減額（△は増加） △98,174 32,933

未収入金の増減額（△は増加） 824,931 725,788

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △122,300 －

仕入債務の増減額（△は減少） 135,057 △147,474

未払金の増減額（△は減少） △300,989 △43,288

立替金の増減額（△は増加） △3,465 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,179 4,962

賞与引当金の増減額（△は減少） 201 △437

預り金の増減額（△は減少） 22,574 △5,992

固定資産除却損 20,367 1,500

固定化営業債権の増減額（△は増加） － 978,878

その他の資産・負債の増減額 △228,651 234,941

小計 129,416 4,730

利息及び配当金の受取額 19,521 53

利息の支払額 △47,026 △28,285

法人税等の支払額 △4,117 △18,643

営業活動によるキャッシュ・フロー 97,793 △42,146
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（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 △40,070 △113,369

有形固定資産の売却による収入 3,140 91,098

投資有価証券の取得による支出 △24,750 △126,000

投資有価証券の売却による収入 327,050 112,371

貸付けによる支出 △872,000 △55,841

貸付金の回収による収入 691,760 3,460

敷金の差入による支出 △6,093 －

敷金の回収による収入 64,783 3,612

その他 △318 7,744

投資活動によるキャッシュ・フロー 143,502 △76,923

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △246,366 △135,435

短期借入れによる収入 － 20,000

長期借入金の返済による支出 △28,392 △27,360

株式の発行による収入 － 76,800

その他 3,630 895

財務活動によるキャッシュ・フロー △271,127 △65,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 869 △1,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,961 △185,365

現金及び現金同等物の期首残高 65,561 268,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,599 83,524
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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) 

当社グループは平成21年３月期連結会計期間において営業損失1,129百万円を計上し、特別損失が
2,475百万円発生したことから、3,217百万円の当期純損失を計上しており、平成22年３月期第２四半期
においても、営業損失343百万円、四半期純損失585百万円を計上しております。また、子会社ユニオン
光学株式会社においては、当第２四半期にて債務超過（純資産△165百万円）となっており、これらに
より、当社グループは、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。 
  
 当社グループは当該重要事象等を解消・改善すべく、以前より、有利子負債の早期解消及び成長戦略
のための資金を調達するため、資本増強等を行うことにより財務基盤の強化、資産売却によるキャッシ
ュ・フローの確保、事業改善・改革の策定及び実行、グループ全体による組織改革やリストラクチャリ
ング等を実施し、徐々にではありますが、経営改善の兆しが現れ始めております。プリント基板事業に
は、平成21年１月から３月にて黒字化を達成するに至り、収益力が改善され、また、財務面において
も、資産売却等により資金調達及び財務基盤の強化も図ることができました。 
 今後も継続して、当該重要事象の改善・解消に努める所存であり、当該重要事象等を改善・解消する
には、当社財務基盤の安定化、投資事業の立て直し、精密光学機器事業の改善及び売上高の確保、プリ
ント基盤事業の安定的な継続が不可欠であると考えており、平成22年３月期における具体的な改善策と
して、以下の施策を遂行してまいります。 
  
（主幹事業の安定化と効率化） 
 当社グループの精密光学機器事業・機器販売事業・プリント基板事業においては、構造改革の事業再
構築や、一部業務の縮小、利益効率を向上させるための取引先の見直し等を行ってまいりましたが、引
き続き、事業効率化を 優先とし、リストラクチャリングの継続、基本コストの削減、営業力の強化等
を徹底することで、急激な経済動向の変化によるコスト変動や取引先の動向の変化に適切に対応できる
事業環境を整備してまいります。また、売上高の向上を図る為に、既存事業の技術を応用した上で新た
な事業分野への進出を推進すべく、外部パートナーとの連携を強化することで事業開発を進めており、
早期に実現すべく改革を進めてまいります。 
 グループ全体において、事業間のノウハウや営業協力といったシナジーの見直しを図ることで、グル
ープ間での事業効率向上を目指すための戦略本部機能強化及び事業戦略の再検討及び早期実施を徹底い
たします。 
（投資事業の立て直し） 
 前連結会計年度より投資環境を更に保守的に捉え、投資の回収に力を入れてまいりましが、経済状況
の悪化もあり、当初予定していた回収を十分に実行することができませんでした。今後も投資回収につ
いて更に厳格に行い、資金回収に努めてまいります。 
（資金調達及び財務基盤の強化） 
 当第２四半期中は、固定資産の売却により資金調達を実施するに至りました。今後の当社必要資金の
調達について、国内外の企業との間で資金調達のための協議を継続しており、必要資金に対応する基盤
構築を進めると共に、継続して有価証券の売却及び債権の回収を実行することで必要資金に対応してま
いります。 
 財務基盤の強化の抜本的な対策として、基本コストの削減に努め、事業改善による事業キャッシュ・
フローや投資回収による資金充実化などにより財務基盤の強化を目指します。 
 また、当社子会社であるユニオン光学株式会社の経営基盤改善及び信用力の回復を図る為に、債務超
過を解消し財務状態を回復するべく、外部企業との提携を強化することで新たな資本注入を促進する
等、効率的かつ有効的な資本政策を早急に策定し、実行してまいります。 
（資産の見直し及び健全化） 
 今後継続した資産の健全性の確保に努めるべく、事業上の棚卸資産を含む資産の見直し及び早期の対
応を行える基盤確保に努めます。優良債権及び資産創出、債権の早期回収・対応をより厳格に徹底する
ことで、リスクを低減し今後の経済状況に柔軟に対応できる経営基盤の構築を遂行いたします 
（グループの組織再編の検討・実施） 
 事業・企業の自主性・独立性を維持しつつ、グループとしての事業効率の向上とシナジー効果の創出
を追求するために 適な事業組織に再編し、グループ戦略を構築してまいります。そのために、適時に
資本投下を実現できる財務基盤や金融戦略の安定化・強化を推し進めるとともに、外部企業とのアライ
アンス等積極的に展開してまいります。 
  
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

【継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況】

 継続企業の前提に関する注記
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今後も引き続き当社グループ一丸となり、上記の施策及び経営改善策を遂行することにより、経営安
定化、事業黒字化を目指してまいります。これらの対応策について、ユニオン光学株式会社の財務改善
策や資本政策については、外部との連携も視野に入れた調整段階であること、精密光学機器事業にて抜
本的な改革が必要であり当初予定以上に時間を要していることや、当社の資金計画における遅れや計画
の変更、相手先との協議を随時行っている段階であることから、現段階において継続企業の前提に重要
な不確実性が認められます。 
 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な
不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品及び事業内容 

 (1) 精密光学機器事業 ・・・ 顕微鏡、測定機、特殊機器、ＯＥＭ光学機器 

 (2) 機器販売事業 ・・・・・ 磁気メディア、ＰＣ周辺機器、特殊用途の記憶装置 

 (3) プリント基板事業 ・・・ プリント基板（ＴＦＴ液晶用、ＰＣ周辺機器用） 

 (4) 投資事業 ・・・・・・・ 有価証券の売買 

  

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．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア ・・・ 台湾 

  

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．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア ・・・・・・ 大韓民国、台湾、マレーシア、シンガポール、中国、タイ、フィリピン 

 (2) その他の地域 ・・・ オセアニア、北米、欧州、中南米 

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。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

精密光学 
機器事業 
(千円)

機器販売
事業 
(千円)

プリント
基板事業 
(千円)

投資事業 
(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

173,305 101,264 1,165,677 0 1,440,246 ─ 1,440,246

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 173,305 101,264 1,165,677 0 1,440,246 ─ 1,440,246

営業利益又は営業損失
(△）

△203,009 6,814 54,146 0 △142,048 △201,404 △343,453

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(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

274,596 1,165,677 1,440,246 ─ 1,440,246

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 274,596 1,165,677 1,440,246 ─ 1,440,246

営業利益又は営業損失(△） △196,195 54,146 △142,048 △201,404 △343,453

【海外売上高】

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,114,883 94,024 1,208,907

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 1,440,246

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

77.4 6.5 83.9
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該当事項はありません。 
  

(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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