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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 6,621 △37.9 △1,005 ― △987 ― △2,649 ―

21年3月期第3四半期 10,670 ― 66 ― 18 ― △185 ―

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3四半期 △190.62 ―

21年3月期第3四半期 △13.34 ―

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3四半期 8,326 2,894 34.6 207.14
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3四半期  2,881百万円 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 ― △223.01



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。 

(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．現時点においては、平成21年10月29日に公表した連結および個別の業績予想の修正は行いませんが、一方利益面に関し、現在当企業集団が取り組
んでいる経営合理化策による影響が見込まれることから、この内容を精査しております。今後、開示すべき事象が発生した場合には速やかに発表させてい
ただきます。 
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3四半期 13,910,928株 21年3月期  13,895,928株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  378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3四半期 13,900,642株 21年3月期第3四半期 13,895,692株



当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、自律性は乏しいものの景気に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、緩やかな回復基調が続

きました。個人消費については、緩やかなデフレ状況にはあると見られるものの、景気刺激策の政策効果もあり持

ち直しの動きが続いております。企業収益についても、先行きに慎重な見方はあるものの持ち直しの動きが続いて

おり、設備投資は下げ止まりつつあります。 

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

気の緩やかな持ち直しが見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設備投資が再開されたことなどから、本格回復までには至らないものの、受注は回復基

調を辿りました。 

  このような経営環境のもと、当第３四半期における当企業集団の受注も増加傾向となりましたが、未だ需要は低

水準にあり、当第３四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益は前年に比べ大きく減少いたしました。 

 なお、当第３四半期においては、モリテックス本社ビルの売却を決定し、本社ビルの簿価との差額等22百万円を

第３四半期以降において特別損失に計上することとしたほか、矢板事業所の閉鎖時に異動が困難な為退職する社員

への割増退職金69百万円を、第２四半期に引き当てた事業構造改善引当金125百万円より充当することといたしまし

た。 

また、当第３四半期において、事業の選択と集中を加速する為、バイオ関連事業のＰＧｘリサーチセンターの事

業譲渡を決定いたしました。これにより、転籍者の割増退職金14百万円が発生いたしました。また、本件譲渡によ

り、当企業集団の事業セグメント構成から「バイオ関連事業」がなくなることとなり、第４四半期からの当企業集

団の事業セグメント構成は「光応用機器事業」、「機能性材料事業」、「その他事業」の３事業構成となります。 

当企業集団では、経営の合理化を図る為の事業構造改革を進めており、第２四半期までに、バイオ関連事業の理

化学機器部門事業譲渡に伴う割増退職金の発生、本社移転の検討開始および矢板事業所の閉鎖決定による特別損失

の発生を発表しております。これに加え、当第３四半期に上記の特別損失を加えたことから、第３四半期連結累計

期間の純利益は前年に比べ大きく減少しております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は6,621百万円（前年同期比37.9％減）、営業損失は

1,005百万円（前年同期営業利益66百万円）、経常損失987百万円（前年同期経常利益18百万円）、四半期純損失

2,649百万円（前年同期四半期純損失185百万円）となりました。 

  

＜セグメント情報＞  

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

光応用機器事業 売上高5,167百万円（前年同期比39.0％減）営業損失1,110百万円（前年同期営業利益192百万円）

（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、アジア地域における設備投資が再開されたことなどから、本格回復までには至らないもの

の受注は回復基調を辿りました。当社への発注も回復基調となっておりますが、第２四半期までの受注減の影響に

より、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、第３四半期までの売上高減少の影響を受けたことに加え、第２四半期において棚卸資産の評

価減を実施したことから、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3,766百万円で、前年同期比45.0％の減少となりました。 

 なお、当第３四半期より、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・イメージング事業を当部

門に加えております。 

（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。 

  

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



（画像機器関連） 

画像機器関連部門においては、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は、前年同期と同水準の

売上規模となったものの、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、持ち直しの動きは見られるものの売上高は前年同期に比べ大きく減少

いたしました。以上により、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、製造コストの改善などの進捗により黒字転換し、若干ではありますが営業利益となっており

ます。 

 以上の結果、当部門の売上高は999百万円で、前年同期比15.1％の減少となりました。 

  

（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401百万円で、前年同期比10.4％の減少となりました。 

   
機能性材料事業 売上高830百万円（前年同期比31.2％減）、営業利益132百万円（前年同期比28.5％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501百万円（前年同期比45.0％減）、営業損失91百万円（前年同期営業損失264百万円） 

 バイオ関連事業においては、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、第２四半期末日である平成21年９月30日付で理化学機器部門を昭光サイエ

ンティフィック株式会社に事業譲渡を行いました。このため、売上高は前年同期に比べ減少しております。 

利益面については第２四半期までコスト削減努力を強力に推し進めたことに加え、当第３四半期連結会計期間に

おいては、理化学機器部門分の費用発生が事業譲渡の結果なくなったことから、営業損失は前年同期に比べ減少い

たしました。 

また、事業の選択と集中を加速する為、バイオ関連事業のＰＧｘリサーチセンターについて、平成22年１月１日

をもって株式会社ＧＰバイオサイエンスに事業譲渡することを決定いたしました。  

  

その他の事業 売上高121百万円（前年同期比60.4％増）、営業利益63百万円（前年同期比78.6％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、アジア地域における設備投資が再開されたことなどから、本格回復までには至らないも

のの受注は回復基調を辿りましたが、第２四半期までの受注減の影響により前年同期より減少いたしました。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、第２四半期連結会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6,201百万円（前年同期比37.4％減）となり、営業損失は865百万円（前年同期営業

利益92百万円）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581百万円（前年同期比57.8％減）となり、営業損失は112百万円（前年同期営業

損失94百万円）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、緩やかな景気回復傾向ではありますが、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

での販売が前年同期より減少いたしました。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581百万円（前年同期比39.8％減）となり、営業損失は30百万円（前年同期営業利

益14百万円）となりました。  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は8,326百万円で、前連結会計年度末と比較して3,326百万円の減少となり

ました。これは主に、土地1,090百万円の減少及び、建物及び構築物399百万円の減少等によるものであります。 

 負債の部は5,432百万円で、前連結会計年度末と比較して709百万円の減少となりました。これは主に、短期及び

長期借入金378百万円の減少及び、事業構造改善引当金140百万円の減少等によるものであります。 

 純資産の部は2,894百万円で、前連結会計年度末と比較して2,616百万円の減少となりました。これは主に、当第

３四半期連結累計期間の純損失2,649百万円等によるものであります。 

 当第３四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398百万円減少し、投資活動により 

413百万円増加し、財務活動により393百万円減少いたしました。この結果、現金及び現金同等物は393百万円の減少

となり、四半期末残高は850百万円となりました。 

  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398百万円となりました。これらの主な要因は、当第３四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413百万円となりました。これらの主な要因は、事業売却による収入、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) 

 財務活動の結果使用した資金は393百万円となりました。これらの主な要因は、短期及び長期借入金の純減少等に

よるものであります。 

  

 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、アジア地域における設備投資が再開されたことなどから、受注は回復基調を辿りつつあり、売上高、営業利

益、経常利益につきましては、概ね平成21年10月29日に発表いたしました通期連結業績予想通りに推移しておりま

す。 

純利益に関しましては、現在当企業集団では、収益力の強化を図るべくグループの本社移転やグループ内での生

産移管、関係会社の再編など、様々な経営合理化に取り組んでいることから、この内容が業績数値に与える影響を

精査中であります。これらを反映した業績予想につきましては、２月中を目処に開示する予定であります。 

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。 

  

（簡便な会計処理）     

     ①棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結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、第２四半期連結会計期間末の

 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。 

    また、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額を見積り

 簿価切下げを行う方法によっております。  

          ②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 

      法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重要

     なものに限定しております。 

  

 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書関係）  

 前第３四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３四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３四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9,816千円でありま

す。 

  

 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前第３四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３四半期連結累

計期間より区分掲記することとしました。 

 なお、前第３四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△153,998千円であります。  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 850,137 1,243,571

受取手形及び売掛金 1,791,413 1,655,132

商品及び製品 1,773,983 2,511,895

仕掛品 173,608 381,493

原材料及び貯蔵品 561,256 748,889

繰延税金資産 5,838 8,737

その他 306,193 125,035

貸倒引当金 △7,526 △3,698

流動資産合計 5,454,904 6,671,058

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,115,549 2,514,724

減価償却累計額 △1,029,548 △971,819

建物及び構築物（純額） 1,086,000 1,542,904

機械装置及び運搬具 1,103,804 1,111,849

減価償却累計額 △876,101 △837,371

機械装置及び運搬具（純額） 227,703 274,477

工具、器具及び備品 1,925,733 2,167,670

減価償却累計額 △1,686,260 △1,790,872

工具、器具及び備品（純額） 239,472 376,798

土地 646,681 1,736,712

リース資産 31,924 29,918

減価償却累計額 △12,363 △6,591

リース資産（純額） 19,560 23,327

建設仮勘定 350 26,489

有形固定資産合計 2,219,769 3,980,710

無形固定資産   

借地権 33,175 34,228

ソフトウエア 161,047 194,681

その他 9,496 4,152

無形固定資産合計 203,719 233,062

投資その他の資産   

投資有価証券 51,998 121,229

関係会社株式 215,150 208,585

破産更生債権等 5,331 5,279

その他 181,198 438,119

貸倒引当金 △5,331 △5,279

投資その他の資産合計 448,347 767,934

固定資産合計 2,871,836 4,981,707

資産合計 8,326,741 11,652,765



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,240,039 1,337,987

短期借入金 1,574,746 1,663,554

1年内返済予定の長期借入金 252,600 352,603

未払金 261,738 192,802

リース債務 7,805 6,862

未払法人税等 22,226 48,820

賞与引当金 52,252 139,798

事業構造改善引当金 139,639 279,953

その他 98,135 119,747

流動負債合計 3,649,183 4,142,129

固定負債   

長期借入金 582,800 772,250

リース債務 12,416 16,781

退職給付引当金 1,152,366 1,166,269

受入保証金 17,520 17,557

繰延税金負債 3,425 5,197

負ののれん 12,025 19,240

その他 2,412 2,392

固定負債合計 1,782,965 1,999,688

負債合計 5,432,148 6,141,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,256 3,320,241

資本剰余金 3,387,658 3,387,658

利益剰余金 △3,656,703 △1,006,995

自己株式 △286 △286

株主資本合計 3,050,925 5,700,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △290 △6,212

繰延ヘッジ損益 － △54,409

為替換算調整勘定 △169,201 △164,747

評価・換算差額等合計 △169,491 △225,368

少数株主持分 13,159 35,698

純資産合計 2,894,592 5,510,947

負債純資産合計 8,326,741 11,652,765



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,670,509 6,621,726

売上原価 7,581,651 5,423,280

売上総利益 3,088,858 1,198,446

販売費及び一般管理費 3,022,530 2,204,265

営業利益又は営業損失（△） 66,327 △1,005,819

営業外収益   

受取利息及び配当金 11,014 2,439

持分法による投資利益 35,158 9,482

負ののれん償却額 8,007 7,215

受取家賃 － 11,068

助成金収入 － 46,741

その他 34,171 34,596

営業外収益合計 88,350 111,543

営業外費用   

支払利息 41,003 34,332

手形売却損 11,438 4,016

為替差損 65,532 48,431

売上債権売却損 18,161 6,623

営業外費用合計 136,135 93,404

経常利益又は経常損失（△） 18,542 △987,680

特別利益   

固定資産売却益 2 12,595

事業構造改善引当金戻入額 － 17,951

事業譲渡益 － 20,000

投資有価証券売却益 － 30,787

特別利益合計 2 81,334

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 2,420 50

ゴルフ会員権売却損 － 698

固定資産除却損 46 5,611

投資有価証券評価損 205,181 2,218

減損損失 － 1,472,270

事業構造改善費用 － 195,088

本社移転費用 － 14,364

為替予約解約損 － 52,968

特別損失合計 207,648 1,743,269

税金等調整前四半期純損失（△） △189,102 △2,649,615

法人税、住民税及び事業税 64,262 8,629

法人税等調整額 △67,330 431

法人税等合計 △3,067 9,061

少数株主損失（△） △665 △8,969

四半期純損失（△） △185,369 △2,649,708



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △189,102 △2,649,615

減価償却費 409,725 259,391

のれん償却額 － 2,063

負ののれん償却額 △8,007 △7,215

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,126 △13,902

賞与引当金の増減額（△は減少） － △87,545

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △140,314

貸倒引当金の増減額（△は減少） △301 3,879

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △12,595

有形固定資産除却損 46 5,611

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △30,787

投資有価証券評価損益（△は益） 205,181 2,218

ゴルフ会員権評価損 2,420 50

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 698

減損損失 － 1,472,270

移転費用 － 14,364

事業譲渡損益（△は益） － △20,000

持分法による投資損益（△は益） △35,158 △9,482

受取利息及び受取配当金 △11,014 △2,439

為替差損益（△は益） 65,532 5,167

支払利息 41,003 34,332

手形売却損 11,438 －

売上債権売却損 18,161 －

補助金収入 △6,895 －

売上債権の増減額（△は増加） 950,046 △136,332

たな卸資産の増減額（△は増加） △434,509 960,271

仕入債務の増減額（△は減少） △482,165 △81,681

その他の流動資産の増減額（△は増加） 114,858 △2,432

その他の流動負債の増減額（△は減少） △343,972 101,347

小計 372,412 △332,678

利息及び配当金の受取額 11,014 2,439

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 △41,155 △34,166

手形売却損の支払額 △11,438 －

売上債権売却損の支払額 △18,161 －

補助金の受取額 4,679 －

法人税等の支払額 △69,688 △37,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,551 △398,926



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △239,025 △19,895

有形固定資産の売却による収入 8 57,333

無形固定資産の取得による支出 △117,619 △15,264

無形固定資産の売却による収入 － 3,238

子会社株式の取得による支出 △9,415 △15,790

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 △681 △20,154

事業譲渡による収入 － 279,823

事業譲受による支出 － △44,701

投資その他の資産の増減額（△は増加） △9,858 64,721

投資活動によるキャッシュ・フロー △376,592 413,187

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） 659,396 △98,873

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △456,999 △289,453

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 15

配当金の支払額 △135,959 －

リース債務の返済による支出 － △5,241

財務活動によるキャッシュ・フロー 116,438 △393,553

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,207 △14,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,809 △393,433

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 2,115,393 850,137



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  8,474,684 1,207,722 912,159 75,943  10,670,509  － 10,670,509

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － －  －  － －

計  8,474,684 1,207,722 912,159 75,943  10,670,509  － 10,670,509

営業利益又は営業損失（△）  192,579 102,970 △264,973 35,750  66,327  － 66,327

  
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  5,167,731 830,760 501,450 121,784  6,621,726  － 6,621,726

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － －  －  － －

計  5,167,731 830,760 501,450 121,784  6,621,726  － 6,621,726

営業利益又は営業損失（△） △1,110,851 132,354 △91,180 63,858 △1,005,819  － △1,005,819

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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第３四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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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  9,494,070  1,176,438  10,670,509  －  10,670,509

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 414,146  1,167,826  1,581,973 ( ) 1,581,973  －

計  9,908,217  2,344,265  12,252,482 ( ) 1,581,973  10,670,509

 営業利益又は営業損失（△）  92,481  △79,392  13,088  53,238  66,327

  
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  5,954,947  374,867  291,910  6,621,726  －  6,621,726

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 246,156  206,721  289,214  742,092 (742,092)  －

計  6,201,103  581,589  581,125  7,363,818 (742,092)  6,621,726

営業損失（△）  △865,213  △112,387  △30,214  △1,007,816  1,996  △1,005,819

  
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  9,494,070  662,716  513,722  10,670,509  －  10,670,509

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 414,146  716,074  451,752  1,581,973 (1,581,973)  －

計  9,908,217  1,378,790  965,475  12,252,482 (1,581,973)  10,670,509

営業利益又は営業損失（△）  92,481  △94,348  14,956  13,088  53,238  66,327



          前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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）  102,446  441,956  1,757,214  2,301,617

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  10,670,509

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 1.0  4.1  16.5  21.6

  欧州 北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  157,939  165,671  858,546  1,182,158

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,621,726

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 2.4  2.5  13.0  17.9

（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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