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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 2,222 △39.2 △511 0.0 △515 0.0 △824 0.0
21年3月期第3四半期 3,658 0.0 △787 0.0 △800 0.0 △2,141 0.0

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 △6.93 0.00
21年3月期第3四半期 △21.93 0.00

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 2,727 184 3.5 0.74
21年3月期 3,695 659 17.6 6.67

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  97百万円 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 0.00 0.00 0.00
22年3月期 0.00 0.00 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 3,380 △29.8 △558 0.0 △565 0.0 △730 0.0 △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） 

(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22年３月期の連結業績予測につきましては、平成21年11月12日に公表いたしました内容から変更はございません。具体的な内容につきまして 
は、平成21年11月12日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．当社の連結子会社である永兆精密電子股○（○は人偏に分の字）公司（以下「永兆社」という）は、払込期日を平成22年１月22日とする第三者割当増資
を行い、この結果、永兆社が当社の連結子会社から一般投資先へと異動することになりましたが、永兆社の決算日は12月31日であり、従来、連結財務諸
表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用しておりますので、今回の異動に伴う連結範囲の変更は無く、今期におきましては、永兆社は連結子
会社であります。具体的な内容につきましては、平成22年１月25日に公表の「子会社の異動に関して」をご参照ください。 
３．平成22年３月期の連結業績予測につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、実際の金額は、今後の様々な要因によって変動
する場合があります。 
４．当社の監査法人であるＫＤＡ監査法人より、平成22年３月期第３四半期連結財務諸表に対し、四半期レビュー報告書の結論を表明しない旨の四半期レ
ビュー報告書を受領しております。具体的な内容につきましては、平成22年２月15日に公表の「平成22年３月期第３四半期連結財務諸表に対する四半期
レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ」をご参照ください。 
５．平成22年１月18日に、東京証券取引所より、平成22年1月18日付をもって当社株式を整理銘柄に割当て、１ヶ月後の平成22年２月19日付で上場廃止と
なる旨の通知を受領しております。 

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3四半期 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3四半期  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3四半期 118,866,461株 21年3月期第3四半期 97,614,134株



当第３四半期連結累計期間における世界経済状況については、中国経済において緩やかな景気回復が続
き、欧米経済が後半にかけて 悪期から脱しつつあるものの、低迷が続き依然として不安定な状態が続い
ております。また、日本国内につきましては、政府の各種景気浮揚対策により一部では景状回復の兆しが
見え始めてきてはいるものの、不安定な為替相場を始め、雇用環境や所得水準の悪化など、景気回復への
先行き不透明な状況が続いており、設備の過剰感が解消されるまでには至っておらず、依然として厳しい
状況が続いております。 
 このような中で、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
の各事業においてリストラクチャリングの効果が現れておりますが、売上高は減少基調のまま推移してお
ります。精密光学機器事業・機器販売事業においては、半導体製造装置メーカーを中心に生産面で一部持
ち直しの兆しがみられ、設備の稼働率は回復しつつあるものの、本格的な設備投資の再開には至っておら
ず、当社グループにおいては依然厳しい状況が続き、売上高は減少しています。また、投資事業において
は、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、投資有価証券売却損15百万円を計上しまし
た。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高2,222百万円、営業損失511百万円、経常損失515百万
円、四半期純損失824百万円となりました。 
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、主力製品である光学測定機器が景状回復への先行き不透明な状況が続
いており、依然として設備投資抑制が続き、売上が大幅に低下した結果、売上高は前年同期比46.3％減
の273百万円となりました。 
 機器販売事業においては、経済環境の影響及び収益面を考慮した結果、前連結会計期間中に販売商品
の一部であるコンピュータサプライ商品販売から撤退したことや、磁気メディアの需要も終息したこと
から売上高は、前年同期比67.6％減の171百万円の売上高となりました。 
 プリント基板事業においては、前会計年度から取引先の見直しや経費節減の実施により収益は改善し
ておりますが、プリント基板業界自体は徐々に持ち直してきているものの、世界的な経済環境悪化の影
響は依然残っていることから受注数の減少により、売上高は前年同期比32.2％減の1,776百万円となり
ました。 
 投資事業においては、金融市況が依然不透明であり、リスクを極力取らないように慎重に事業を選定
している状況であり、売上高は発生しておりません。 

②所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
  日本においては、当第３四半期連結累計期間、精密光学機器事業および機器販売事業の売上高の減少
が継続したことにより、前年同期比57.1％減の445百万円の売上高となりました。 
 アジアにおいては、中心となるプリント基板事業の不振もあり、前年同期比32.1％減の1,776百万円
の売上高となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
 当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,727百万円となり、前連結会計年度末に比べ968百万
円減少となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ492百万円減少し、2,543百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ475百万円減少し、184百万円となりました。 
 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の計上等があげられます。

②キャッシュ・フローの状況 
 当第３四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178百万円減
少し、90百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは153百万円の減少（前年同期は49百万円の増加）となりまし
た。これは主に税金等調整前四半期純損失741百万円の計上、貸倒引当金の減少1,284百万円、未収入金
の減少164百万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52百万円の減少（前年同期は119百万円の増加）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32百万円の増加（前年同期は189百万円の減少）となりまし
た。これは、主に、短期借入金の返済による支出24百万円、長期借入金の返済による支出41百万円によ
るものであります。 

  

平成22年３月期の連結業績予測につきましては、平成21年11月12日に公表いたしました内容から変更は
ございません。具体的な内容につきましては、平成21年11月12日に公表の「業績予想の修正に関するお知
らせ」をご参照ください。 
  

・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。  
 当社の連結子会社である永兆精密電子股份公司（以下「永兆社」という）は、払込期日を平成22年
１月22日とする第三者割当増資を行い、この結果、永兆社が当社の連結子会社から一般投資先へと異
動することになりましたが、永兆社の決算日は12月31日であり、従来、連結財務諸表の作成にあたっ
ては、同日現在の財務諸表を使用しておりますので、今回の異動に伴う連結範囲の変更は無く、今期
におきましては、永兆社は連結子会社であります。具体的な内容につきましては、平成22年１月25日
に公表の「子会社の異動に関して」をご参照ください。 
  

 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。 
 ②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、前連結会計年度 

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

該当事項はありません。 
  

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３四半
期連結累計期間においても、営業損失511百万円、四半期純損失824百万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３四半期末日において債務超過（純資産△212百
万円）の状態が継続しております。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な
疑義が存在しております。 
 

 これら当該重要事象等に加え、以下の事柄が解決すべき事象として存在しております。 
 （当社及び当社前社長の公訴提起と当社株式の上場廃止） 

当社は、平成21年12月24日、東京証券取引所より、当社株式を監理指定銘柄に指定され、平成22年
２月19日付で上場廃止が決定されています。また、平成21年12月25日、当社及び当社前社長横濱豊行
氏が、金融商品取引法違反（偽計取引）罪で大阪地方検察庁より、公訴提起されました。 
  
（資金調達及び財務基盤） 

当第３四半期迄は、投資有価証券、有形固定資産等の売却により資金調達を行ってまいりました。
平成22年2月19日付で上場廃止となることに伴い、今後の資金調達に関しては大幅に制限されるもの
と予想され、今後の当社必要資金の調達については不透明な状況となっております。 
  
（グループの組織再編） 

当社の連結子会社であった永兆精密電子股份公司（以下「永兆社」という。）は、台湾国内の法人
と個人を割当先とし払込期日を平成22年１月22日とする第三者割当増資を行い、永兆社が当社の連結
子会社から一般投資先へと異動となりました。このため平成23年3月期以降の当社グループの連結売
上高の多くが減少することになります。 
  
上記の事柄についての対応策については抜本的な改善を行なわなければなりません。このため、平

成22年１月より筆頭株主となった当該株主とも協議し、今後のさまざまな施策を検討いたします。従
って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。 
 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。 
  

 当社の監査法人であるＫＤＡ監査法人より、平成22年３月期第３四半期連結財務諸表に対し、四半
期レビュー報告書の結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書を受領しております。具体的な内容
につきましては、平成22年２月15日に公表の「平成22年３月期第３四半期連結財務諸表に対する四半
期レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

 平成22年１月18日に、東京証券取引所より、平成22年1月18日付をもって当社株式を整理銘柄に割
当て、１ヶ月後の平成22年２月19日付で上場廃止となる旨の通知を受領しております。 

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等

(5) 四半期レビュー報告書における結論の不表明

(6) 当社株式の上場廃止
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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 92,521 270,739

受取手形及び売掛金 603,050 643,371

商品及び製品 290,143 118,793

仕掛品 57,092 147,409

原材料及び貯蔵品 65,049 138,080

短期貸付金 87,200 －

未収入金 156,036 312,829

その他 69,521 249,392

貸倒引当金 △149,767 △131,417

流動資産合計 1,270,850 1,749,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 296,920 392,279

機械装置及び運搬具（純額） 210,176 153,275

土地 429,672 531,417

その他（純額） 101,044 72,890

有形固定資産合計 1,037,814 1,149,861

無形固定資産 2,259 5,766

投資その他の資産   

投資有価証券 72,064 108,011

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 36,715 40,302

その他 659 870

貸倒引当金 △535,900 △1,865,839

投資その他の資産合計 413,819 781,309

固定資産合計 1,453,893 1,936,938

繰延資産 2,434 9,736

資産合計 2,727,177 3,695,874
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（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 594,505 665,107

短期借入金 961,536 1,150,225

その他 422,270 411,403

流動負債合計 1,978,313 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 226,590 207,238

その他 308,196 321,992

固定負債合計 564,787 809,231

負債合計 2,543,100 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 △1,390,675 △4,830,933

自己株式 △903 △903

株主資本合計 267,459 646,037

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,652 17,292

為替換算調整勘定 △166,370 △11,317

評価・換算差額等合計 △170,022 5,974

新株予約権 6,358 7,894

少数株主持分 80,281 －

純資産合計 184,076 659,906

負債純資産合計 2,727,177 3,695,874
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(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 3,658,374 2,222,183

売上原価 3,165,215 1,944,594

売上総利益 493,158 277,589

販売費及び一般管理費 1,280,862 789,386

営業損失（△） △787,704 △511,797

営業外収益   

受取利息 36,033 1,809

受取配当金 166 114

その他 83,250 54,170

営業外収益合計 119,451 56,094

営業外費用   

支払利息 70,523 41,517

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 3,370 2,041

その他 41,314 12,716

営業外費用合計 132,435 59,605

経常損失（△） △800,687 △515,308

特別利益   

前期損益修正益 － 183,488

固定資産売却益 － 4,964

新株予約権戻入益 20,106 －

関係会社株式売却益 95,639 －

その他 12,590 2,301

特別利益合計 128,336 190,754

特別損失   

貸倒引当金繰入額 1,210,665 342,061

固定資産除却損 23,006 1,731

固定資産評価損 － 57,125

減損損失 99,171 －

投資有価証券売却損 938 15,614

投資有価証券評価損 347,840 －

その他 1,527 －

特別損失合計 1,683,150 416,533

税金等調整前四半期純損失（△） △2,355,502 △741,087

法人税、住民税及び事業税 5,236 3,282

法人税等合計 5,236 3,282

少数株主利益又は少数株主損失（△） △219,233 80,281

四半期純損失（△） △2,141,505 △824,651
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,355,502 △741,087

前期損益修正損益（△は益） － △183,488

減価償却費 120,135 92,836

株式交付費償却 10,621 7,302

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 938 15,614

投資有価証券評価損益（△は益） 347,840 －

関係会社株式売却損益（△は益） △95,639 －

為替差損益（△は益） 35,624 －

その他の収入 △20,106 △19,240

減損損失 99,171 －

負ののれん償却額 △13,786 △13,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,505,765 △1,284,320

受取利息及び受取配当金 △36,200 △1,924

支払利息 70,523 41,517

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） △1,776 △3,232

売上債権の増減額（△は増加） 22,501 15,475

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,204 △16,562

未収入金の増減額（△は増加） 620,995 164,210

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △122,300 3,330

仕入債務の増減額（△は減少） 233,741 △52,986

未払金の増減額（△は減少） △269,977 △46,883

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,335 22,713

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,596 149

預り金の増減額（△は減少） 13,772 △8,151

固定資産除却損 23,017 －

固定化営業債権の増減額（△は増加） － 979,116

その他の資産・負債の増減額 △6,313 921,879

小計 91,134 △107,519

利息及び配当金の受取額 36,200 65

利息の支払額 △70,523 △41,517

法人税等の支払額 △7,353 △4,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,458 △153,578
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（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 △48,550 △152,667

有形固定資産の売却による収入 7,606 91,559

投資有価証券の取得による支出 △63,394 △126,000

投資有価証券の売却による収入 327,050 165,560

貸付けによる支出 △843,600 △55,841

貸付金の回収による収入 664,940 3,940

敷金の差入による支出 △6,093 －

敷金の回収による収入 81,890 3,612

その他 3 16,938

投資活動によるキャッシュ・フロー 119,853 △52,897

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 △176,995 △24,040

短期借入れによる収入 19,999 20,000

長期借入金の返済による支出 △42,966 △41,040

株式の発行による収入 － 76,800

その他 10,000 895

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,960 32,614

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,123 △4,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,771 △178,218

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 43,789 90,671
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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) 

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３四半期
連結累計期間においても、営業損失511百万円、四半期純損失824百万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３四半期末日において債務超過（純資産△212百万円）の
状態が継続しております。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な疑義が存在
しております。 
  
これら当該重要事象等に加え、以下の事柄が解決すべき事象として存在しております。 
（当社及び当社前社長の公訴提起と当社株式の上場廃止） 
 当社は、平成21年12月24日、東京証券取引所より、当社株式を監理指定銘柄に指定され、平成22年２
月19日付で上場廃止が決定されています。また、平成21年12月25日、当社及び当社前社長横濱豊行氏
が、金融商品取引法違反（偽計取引）罪で大阪地方検察庁より、公訴提起されました。 
  
（資金調達及び財務基盤） 
 当第３四半期迄は、投資有価証券、有形固定資産等の売却により資金調達を行ってまいりました。平
成22年2月19日付で上場廃止になることに伴い、今後の資金調達に関しては、大幅に制限されるものと
予想され、今後の当社必要資金の調達については不透明な状況となっております。 
  
（グループの組織再編） 
 当社の連結子会社であった永兆精密電子股份公司（以下「永兆社」という。）は、台湾国内の法人と
個人を割当先とし払込期日を平成22年１月22日とする第三者割当増資を行い、永兆社が当社の連結子会
社から一般投資先へと異動となりました。このため平成23年3月期以降の当社グループの連結売上高の
多くが減少することになります。 
  
 上記の事柄についての対応策については抜本的な改善を行なわなければなりません。このため、平成
22年１月より筆頭株主となった当該株主とも協議し、今後のさまざまな施策を検討いたします。従って
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。 
 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。 
  
 当社の監査法人であるＫＤＡ監査法人より、平成22年３月期第３四半期連結財務諸表に対し、四半期
レビュー報告書の結論を表明しない旨の四半期レビュー報告書を受領しております。具体的な内容につ
きましては、平成22年２月15日に公表の「平成22年３月期第３四半期連結財務諸表に対する四半期レビ
ュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ」をご参照ください。 
 また、平成22年１月18日に、東京証券取引所より、平成22年1月18日付をもって当社株式を整理銘柄
に割当て、１ヶ月後の平成22年２月19日付で上場廃止となる旨の通知を受領しております。 
  

  

(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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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．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．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

273,908 171,531 1,776,743 ─ 2,222,183 ─ 2,222,183

 (2) セグメント間の内
部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 273,908 171,531 1,776,743 ─ 2,222,183 ─ 2,222,183

営業利益又は営業損失
(△）

△268,629 13,552 37,674 ─ △217,402 （294,395） △511,797

【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

445,440 1,776,743 2,222,183 ─ 2,222,183

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 445,440 1,776,743 2,222,183 ─ 2,222,183

営業利益又は営業損失(△） △255,077 37,674 △217,402 （294,395） △511,797

【海外売上高】

アジア 
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,730,936 106,918 1,837,854

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 2,222,183

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

77.8 4.8 82.7
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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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（重要な後発事象） 
  
１．当社株式の上場廃止及び整理銘柄指定 
 当社は、平成22年１月18日に、東京証券取引所より、平成22年１月18日付をもって当社株式を整理銘柄に
割当て、１ヶ月後の平成22年２月19日付で上場廃止となる旨の通知を受領し、平成22年１月19日に上場廃止
同意書を東京証券取引所に提出いたしました。上場廃止理由は、東京証券取引所が有価証券上場規程第601
条第１項第20号（公益又は投資者保護のため、東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合）
に該当すると認めたためであります。 
  
２．子会社の異動 
 当社の連結子会社である永兆精密電子股份公司（以下「永兆社」という。台湾証券取引所一部上場）は、
台湾国内の法人と個人を割当先とし払込期日を平成22年１月22日とする第三者割当増資を行い、この結果、
永兆社が当社の連結子会社から一般投資先へと異動いたしました。当社は、これまで当社の連結子会社とし
て永兆社の管理を行ってまいりましたが、永兆社は継続的に新規設備投資等の資金が必要となっておりま
す。当社は、新たな資金投入については、リスクが大きすぎるため、今回の新規投資を行わないとの判断に
いたりました。このため、永兆社は新たな資金導入のため、台湾国内の法人２社と個人27名を割当先とする
４億54百万NTD（約12億7千万円）の第三者割当増資を行いました。今回の増資に伴い、当社の永兆社に対す
る議決権所有割合が、増資前の54.64％から増資後は8.41％へ減少し、永兆社は当社の連結子会社でなくな
りました。なお、永兆社の決算日は12月31日であり、従来、連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の
財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整をおこなっており
ます。当期において、当社と永兆社との間に取引はなく、連結除外に伴う損益に与える影響は、当期におい
てはありません。 
  
３．主要株主及び筆頭株主の異動 
 平成22年１月25日付で当社の主要株主及び筆頭株主に異動があったことを、平成22年１月28日付で当該株
主（株式会社富士テクニカルリサーチ）が、関東財務局長に提出した大量保有報告書により確認いたしまし
た。直近の当該株主の所有議決権数（所有株式数）及び総株主等の議決権の数に対する割合は以下のとおり
です。 

 
＊１．当該株主の異動後の所有議決権数（所有株式数）及び総株主等の議決権の数に対する割合は、 
   平成22年２月２日現在に当該株主が所有する議決権数（所有株式数）を基準としております。 
＊２．「総株主等の議決権の数に対する割合」の計算における総株主等の議決権の数については、 
   平成21年９月30日現在の総株主等の議決権の数1,314,210個を基準としております。 
＊３．異動後の大株主順位につきましては、平成21年９月30日現在の株主名簿を基準として当社に 
   おいて想定したものであります。 

  

6. その他の情報

   所有議決権数 
   （所有株式数）

*2 総株主等の議決権の
   数に対する割合

*3 大株主順位

       異動前
    25,600個 
  （2,560,000株）

       1.94％        第３位

    *1 異動後
      341,684個 
  （34,168,400株） 

      26.00％        第１位
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