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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31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2四半期 626 △6.1 16 △82.5 △12 ― △12 ―
21年6月期第2四半期 667 ― 96 ― 18 ― 21 ―

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2四半期 △275.81 ―
21年6月期第2四半期 598.30 ―

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2四半期 1,105 274 24.6 5,748.00
21年6月期 1,052 239 22.5 5,322.00

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  272百万円 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 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 46,412株 21年6月期第2四半期 36,351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。 

－2－



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一昨年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、液晶関連事業は、アライナー装置やUV洗浄装置の販売により、売上高は
503,208千円（前年同四半期比0.9％増）となりました。 
 医療機器事業は、主要な顧客への販売が７月～８月にかけて低調となりましたが、第２四半期会計期
間においてフットスイッチの販売が回復した結果、売上高は46,745千円（前年同四半期比12.7％減）と
なりました。 
 計測機器事業は、船舶向けの需要を中心に膜厚計などの販売が堅調に推移し、売上高は27,399千円
（前年同四半期比8.9％増）となりました。 
 産業機器事業は、各企業の設備投資が落ち込むなか、第1四半期会計期間に比べ若干の改善は見られ
るものの依然低い水準で推移しており、売上高は26,887千円（前年同四半期比59.7％減）となりまし
た。 
 また、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繰延延払利益控除後の売上総利
益及び営業利益は21,440千円づつそれぞれ減少し、経常損失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。 
 この結果、当第２四半期累計期間における売上高は626,827千円（前年同四半期比6.1％減）、営業利
益は16,859千円（前年同四半期比82.5％減）、経常損失は12,348千円（前年同四半期は経常利益18,467
千円）、四半期純損失は12,800千円（前年同四半期は四半期純利益21,748千円）となりました。 

  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 
当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ53,093千円増加し、1,105,823千円

となりました。これは主に、「受取手形及び売掛金」の増加140,052千円、「機械及び装置」の増加
38,955千円及び「現金及び預金」の減少69,523千円、「商品及び製品」の減少54,878千円によるもので
す。 
 当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ18,026千円増加し、831,657千円
となりました。これは主に、「買掛金」の減少65,328千円、「長期借入金」の減少24,380千円及び「短
期借入金」の増加87,998千円によるものです。 
 また、当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ35,067千円増加し、274,165
千円となりました。これは主に、「資本金」の増加14,700千円、「資本剰余金」の増加14,700千円、
「繰延ヘッジ損益」の増加18,220千円によるものです。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 
当第２四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71,923千円減少し、

142,459千円となりました。 

  

  

  

・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

(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54,592千円の支出となりました。これは主に仕入債務の減少
75,632千円、売上債権の増加140,052千円に対して、減価償却費41,389千円、たな卸資産の減少
56,552千円によるものです。

(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101,998千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79,809千円、投資有価証券の取得による支出14,263千円によるものです。

(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92,716千円の収入となりました。これは主に新株の発行によ
る収入29,400千円、短期借入金の純増額87,998千円、長期借入金の返済による支出24,380千円による
ものです。
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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通期の業績予想に変
更はありません。 

  

  

①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。 
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。 

  

①重要な収益の計上基準の変更 
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取引先への

直接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取引先への直接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、当第２四半期累計期間の繰延延払利益控除後の売上総利益及び営業利益は21,440千円づ
つそれぞれ減少し、経常損失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。 
②表示方法の変更 
前第２四半期累計期間において独立掲記しておりました営業外収益の「法人税等還付加算金」（当第

２四半期累計期間は145千円）は、営業外収益総額の100分の20以下となったため、当第２四半期累計期
間より営業外収益の「その他」に含めて表示することといたしました。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 144,859 214,382

受取手形及び売掛金 668,037 527,984

商品及び製品 61,421 116,300

仕掛品 1,356 1,319

原材料及び貯蔵品 6,190 7,902

その他 17,997 35,952

流動資産合計 899,862 903,840

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 134,185 95,229

その他（純額） 1,912 1,977

有形固定資産合計 136,098 97,207

無形固定資産 3,880 867

投資その他の資産   

その他 90,861 75,695

貸倒引当金 △24,880 △24,880

投資その他の資産合計 65,981 50,815

固定資産合計 205,960 148,890

資産合計 1,105,823 1,052,730

負債の部   

流動負債   

買掛金 75,278 140,607

短期借入金 465,497 377,499

1年内返済予定の長期借入金 58,512 58,512

未払法人税等 1,238 2,384

その他 129,554 107,925

流動負債合計 730,080 686,928

固定負債   

長期借入金 96,730 121,110

退職給付引当金 4,846 5,593

固定負債合計 101,576 126,703

負債合計 831,657 813,631
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 △112,976 △100,175

株主資本合計 290,426 273,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △519 △766

繰延ヘッジ損益 △17,796 △36,016

評価・換算差額等合計 △18,315 △36,783

新株予約権 2,055 2,055

純資産合計 274,165 239,098

負債純資産合計 1,105,823 1,052,730
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 667,673 626,827

売上原価 398,407 391,707

売上総利益 269,265 235,120

繰延延払利益控除 － 21,440

差引売上総利益 269,265 213,680

販売費及び一般管理費 173,177 196,821

営業利益 96,088 16,859

営業外収益   

受取利息 270 46

受取配当金 88 112

仕入割引 1,581 969

為替差益 309 －

法人税等還付加算金 631 －

その他 115 334

営業外収益合計 2,997 1,462

営業外費用   

支払利息 5,253 7,509

為替差損 － 9,786

デリバティブ評価損 74,785 10,366

その他 580 3,007

営業外費用合計 80,618 30,670

経常利益又は経常損失（△） 18,467 △12,348

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,752 －

特別利益合計 3,752 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 22,219 △12,348

法人税、住民税及び事業税 470 452

法人税等合計 470 452

四半期純利益又は四半期純損失（△） 21,748 △12,800
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 【第２四半期会計期間】 
(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 439,982 488,070

売上原価 268,713 289,054

売上総利益 171,268 199,015

販売費及び一般管理費 86,582 98,892

営業利益 84,686 100,123

営業外収益   

仕入割引 812 508

デリバティブ評価益 － 4,998

法人税等還付加算金 631 －

その他 59 200

営業外収益合計 1,503 5,707

営業外費用   

支払利息 2,517 3,879

為替差損 746 3,001

デリバティブ評価損 37,461 －

その他 301 214

営業外費用合計 41,026 7,094

経常利益 45,163 98,736

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,700 －

特別利益合計 4,700 －

税引前四半期純利益 49,863 98,736

法人税、住民税及び事業税 217 217

法人税等合計 217 217

四半期純利益 49,646 98,518
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

22,219 △12,348

減価償却費 18,179 41,389

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,467 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 865 △746

受取利息及び受取配当金 △358 △158

支払利息 5,253 7,509

為替差損益（△は益） △157 8,048

デリバティブ評価損益（△は益） 74,785 10,366

売上債権の増減額（△は増加） △376,885 △140,052

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,713 56,552

仕入債務の増減額（△は減少） 108,409 △75,632

その他 5,351 57,973

小計 △108,156 △47,099

利息及び配当金の受取額 358 158

利息の支払額 △5,723 △6,933

法人税等の支払額 △253 △717

法人税等の還付額 10,484 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △103,290 △54,592

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 － △1,800

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 △1,831 △79,809

無形固定資産の取得による支出 － △3,483

投資有価証券の取得による支出 △8,178 △14,263

保険積立金の積立による支出 △4,234 △4,102

保険積立金の解約による収入 － 1,460

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,344 △101,998

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） 95,000 87,998

長期借入金の返済による支出 △7,150 △24,380

株式の発行による収入 － 29,400

新株予約権の行使による株式の発行による収入 5,000 －

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 92,850 92,716

現金及び現金同等物に係る換算差額 157 △8,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,626 △71,923

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 203,662 142,459
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該当事項はありません。 

  

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２四半期累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２四
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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

(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

6. その他の情報
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