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1.  22年3月期の連結業績（平成21年3月21日～平成22年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 4,408 △36.2 △600 ― △561 ― △885 ―

21年3月期 6,907 △27.3 86 △39.2 95 △35.1 △699 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △46.43 ― △15.0 △6.8 △13.6

21年3月期 △36.64 ― △10.2 1.0 1.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 7,755 5,437 70.1 285.05
21年3月期 8,692 6,385 73.5 334.66

（参考） 自己資本   22年3月期  5,437百万円 21年3月期  6,385百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △372 △418 △38 2,685
21年3月期 872 △28 △154 3,525

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 38 ― 0.6
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

2,520 25.6 △80 ― △75 ― △30 ― △1.57

通期 5,400 22.5 80 ― 90 ― 80 ― 4.19
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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）  有  

（注）平成２１年１月１６日に設立した（株）ワイディー・メカトロソリューションズは平成２１年３月２３日の増資に」より資本金が４８０百万円に増加し、需要な 
   子会社となりました。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に
記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名 （株）ワイディー・メカトロソリューションズ ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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  19,730,959株 21年3月期  19,730,959株

② 期末自己株式数 22年3月期  654,549株 21年3月期  650,589株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年3月21日～平成22年3月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 3,936 △42.5 △376 ― △342 ― △693 ―

21年3月期 6,846 △26.3 54 △46.3 61 △56.7 △717 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純利

益
円 銭 円 銭

22年3月期 △36.35 ―

21年3月期 △37.60 ―

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 7,663 5,605 73.1 293.83
21年3月期 8,708 6,373 73.2 334.05

（参考） 自己資本 22年3月期  5,605百万円 21年3月期  6,373百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  上記に記載した数値は、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。実際の業績等は、業績の変化 
 等により、上記数値と異なる場合があります。 
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１．経  営  成 績 

 
（１） 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の緊急経済対策の効果などを背

景に、一部景気の持ち直しがみられたものの､なお自立性は弱く､また雇用情勢の悪化懸念や海外

景気の下振れ懸念など景気を下押しするリスクが払拭できず、依然として厳しい状況が続きまし

た。 

 このような厳しい経営環境のなかで、当社グループは当連結会計年度からスタートした新中期

経営計画「チャレンジＹＤ」で目指しているオプト＆メカトロソリューションのコア事業化のス

ピードアップを図るため、事業体制を新規事業と既存事業を融合させた新事業体制（オプトメカ

トロニクス事業、情報セキュリティ事業、情報マルチメディア事業の３事業）に再編成すると同

時に、㈱ワイディー・メカトロソリューションズ（メカソル）の設立やレイリサーチ㈱との資本

業務提携などのＭ＆Ａをすすめ、事業領域の拡大を図ってまいりました。しかしながら、これま

での主力事業である情報マルチメディア事業でＦＤＤが終息方向にあり、カードリーダ製品も価

格競争が激化するなど厳しい状況が続いているほか、メカソルの売上の伸び悩みや景気低迷に伴

う設備投資の冷え込みによりオプトメカトロニクス事業が減収となっているため、当連結会計年

度の売上高は 44 億 8 百万円（前年同期比 36.2％減）となりました。 

   損益面では、コストダウンや経費削減に全社を挙げて取り組みましたが、売上の落込みをカバ

ーするまでには至らないため、連結経常損失が５億 61 百万円となったほか､来期で事業がほぼ終

息するＦＤＤ事業減損や事業構造改革費用等の特別損失計上や繰延税金資産の取り崩しのため、

連結純損失も８億 85 百万円となりました。 

部門別の営業の状況は、つぎのとおりです。 

［オプトメカトロニクス事業］ 

新規事業のガルバノスキャナシステムでリモート溶接スキャナヘッド、二次電池製造工程向け

など新市場を開拓したほか、レーザマーキング装置でも新技術の開発などにより価格対応力強化

に努めました。また、メカソルにおいても携帯電話用カメラモジュール組立装置や積層セラミッ

クコンデンサー電極塗布装置の拡販に努めましたが、長引く設備投資の冷え込みの影響が大きく、

当部門の売上高は 16 億 73 百万円（前年同期比 36.0％減）となりました。 

［情報セキュリティ事業］ 

 情報セキュリティ事業につきましては、上半期は景気低迷のあおりを受け苦戦を強いられてま

したが、下半期は景気回復の兆しがみられるなかパートナーの開拓により営業力の強化を図った

ほか、Windows7 の発売に合わせ 新版の復旧ソフトを投入したことで売上が回復してきたものの

上半期の落込みをカバーするまでには至らず、当部門の売上高は 4 億 41 百万円（前年同期比

16.1％減）となりました。 
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［情報マルチメディア事業］ 

 ＦＤＤが終息方向にあり、カードリーダ製品でも価格競争が激化しているほか、新規事業であ

るフォトキオスク端末では国内市場が持ち直してきているものの、海外市場向け販売が伸びず、

当部門の売上高は 22 億 93 百万円（前年同期比 39.1％減）となりました。 

②次期の見通し 

 現時点での平成 23 年３月期の業績見通しは、以下のとおりです。 

 なお、次期の為替レートは、平均９４円／米ドルを想定しております。 

  ［ 連結業績予想 ］ 
 平成 23 年３月期見通し    当連結会計年度比 

 売上高           ５４億円 ９億９１百万円増(22.5%増) 

 連結営業利益        ８０百万円     － 

 連結経常利益        ９０百万円 － 

 連結純利益        ８０百万円           － 

 

（２） 財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

資産の部では、現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の減少、建物及び構築物の増加、土

地の増加により、資産の合計は前連結会計年度末比９億 37 百万円減の 77 億 55 百万円となり

ました。 

負債の部では、退職給付引当金が減少したものの、製品保証引当金の増加により負債合計

は前連結会計年度末比10百万円増の23億17百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金の減少などにより、純資産合計は前連結会計年度末比9億47

百万円減の54億37百万円となりました。 

②キャッシュ･フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比8億39 百万

円減少し26 億85百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状

況はつぎのとおりです。 

営業活動によるキャッシュ･フローは、連結税金等調整前当期純損失7億94 百万円による

資金減少、売上債権の回収による資金増加などにより３億72百万円の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ･フローは、主に事業の譲受けのための支出により4億18百万円

の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、主に配当金の支払いにより38 百万円の減少となり

ました。 

 

 



  

                                        5 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 

 平成 19 年 
３月期 

平成 20 年

３月期 
平成 21 年 
３月期 

平成 22 年 
３月期 

自己資本比率(%)    71.5    70.7     73.5    70.1 
時価ベースの自己資本比率(%)    60.3    32.9     32.7    30.3 

・自己資本比率：自己資本／総資産 
  ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
  （注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務指標により算出しております。 
     ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出して

おります。 
    ３．有利子負債は、ありません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

      株主への利益配分につきましては、業績、財務状況および将来の企業価値の向上に向けた事業

投資のための資金需要などを総合的に勘案したうえ、株主の皆さまへの利益還元を図りたいと考

えています。具体的には、連結配当性向を考慮しつつ、安定的な配当の維持に努める一方、キャ

ッシュ・フローの状況に応じて、自己株式の取得など機動的な株主還元策を併せて講じることに

より、総合的な株主還元を行っていきたいと考えております。 

   一方、現在の経済環境は非常に厳しく景気回復の時期も不透明な中、今後会社を存続させ、引

き続き競争力を維持し、中長期的に成長性を高めていくための積極投資を展開していくためには、

内部資金の確保が経営上不可欠であります。 

当期末の配当金につきましては、当期において経営環境の悪化により損失計上のやむなきにい

たっているため、配当を見送らせていただきたいと存じます。 

次期の配当金につきましては、景気の先行きが不透明なことなどを総合的に勘案して、現時点

では配当を見送らせていただきたいと考えております。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの業績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは、以下のようなも

のがあります。 

  なお、文中の将来に関する事項は、当期末（平成22年３月20日）時点において当社グループが

判断したものです。 

  当社グループは、これらのリスクを認識したうえで、発生の回避および発生したときの対応に

万全を尽くす所存です。 

（経済動向） 

当社グループ製品の売上高は、販売先の日本国内およびアジア（特に中国、台湾）、アメリカ

の経済状況および主要需要先である情報関連製品・サービス業界（オプトメカトロニクス、情報

マルチメディア等）の需要動向の影響を受け、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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（海外生産のカントリーリスク） 

  情報マルチメディア、エンコーダは、中国で生産しており、中国での法律または税制の変更、

政治または経済要因、為替政策および輸出入に関する法規制等の変更、その他の社会的混乱等の

リスクが常に内在しています。これらの事象が起きれば、当社グループの業績および財務状況に

影響を与える可能性があります。 

（為替相場の変動） 

  当社グループは、米ドルの現地通貨建ての製品輸出および海外の委託先での生産製品・原材料

等の輸入を行っており、為替相場の変動は、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。想定以上の円安は製品コストを増加させ、当社グループの業績および財務状況に影響を与え

る可能性があります。 

（競争の激化） 

  当社グループの事業分野においては、それぞれの分野で強力な競合相手が存在します。特に価

格面での競争激化に直面し、将来とも優位に競争できるという保証はありません。価格面での激

しい競争は、当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 

（品質問題の発生） 

  当社グループは、国内および海外の品質基準によって国内および海外生産拠点での製品の製造

を行い、すべての製品につき欠陥が発生しないように万全の品質保証体制を整えております。し

かしながら、すべての製品において、まったく欠陥がなく、製造物賠償責任が発生しないという

保証はありません。 

   製造物製造責任保険に加入していますが、すべてをこの保険でカバーできずに当社グループの

業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 

（税効果会計） 

   税効果会計においては、将来の予想・前提に基づいて、その資産の算定を行っているため、予

想・前提となる数値に変更がある場合もしくはこれらの算定を行うための会計基準の変更がある

場合には、当社グループの貸借対照表、損益計算書に影響を及ぼす可能性があります。 

  （減損会計） 

   当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年８月９日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日))を適用しております。大幅な業

績の悪化及び不動産価格の下落等があった場合は、減損損失が発生し、業績に影響を与える可能

性があります。 
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２．企業集団の状況 

 
 当社の企業集団は、当社・子会社２社・関連会社２社（うち持分法適用関連会社１社）で構成

されており、情報関連製品・サービス事業（オプトメカトロニクス、情報セキュリティ、情報マ

ルチメディア）を展開しております。 

 また、当企業集団は安川電機グループに属し、親会社である㈱安川電機に製品の納入を行って

おります。 

 事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けは、つぎのとおりです。 

区 分 主 要 製 品 主 要 な 会 社 

情 報 関 連 
製 品 ・ サ ー 
ビ ス 事 業 

 
ガルバノスキャナシステム 
液晶パネル用レーザマーキング装置 
液晶パネル用周辺露光装置 
エンコーダ 
スプレー塗布装置 
積層セラミックコンデンサー電極塗布装置 
ウエハ検査装置 
データ復旧サービス 
データ消去サービス 
データ復旧関連ソフトウェア 
コンピュータ・フォレンジクスサービス 
マルチカードリーダ 
フォトキオスクカードリーダ 
フォトキオスク端末 
ＦＤＤ 
オンライン・ディジタルプリントサービス 
 

当社 

㈱ﾜｲﾃﾞｨｰ･ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 

唯一奉思工程服務股份有限公司 
 レイリサーチ㈱ 
 
 

そ の 他 当社製品の梱包等構内作業 ㈱ワイエル・フィールドサービス 

 

 以上の企業集団等について図示するとつぎのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 （注）１．無印：子会社、※：関連会社 

２．平成21年１月16日に設立した㈱ﾜｲﾃﾞｨｰ･ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞは平成21年３月23日の増資により資本

金が480,000千円に増加し、重要な子会社となっております。 

３．ワイ・イー・データカンパニーは、平成22年３月９日に清算が結了しました。 

４．平成21年12月21日付けでレイリサーチ㈱の35,350千円の第三者割当増資を当社が引受け、同

社は持分法適用関連会社となりました。 

据付・調整メンテナンス 

 ㈱ﾜｲﾃﾞｨｰ･ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 

カ  ス  ト  マ 
 

（親会社㈱安川電機を含む。） 

㈱

ワ

イ

・

イ

ー

・

デ

ー

タ

唯一奉思工程服務股份有限公司 

 ※ 

レイリサーチ㈱ 

※               
㈱ワイエル・フィールドサービス

部 品 

梱 包 

構内作業

販 

売 

販
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               ３．経  営  方  針 

 

（１） 経営の基本方針 

当社グループは、以下の経営理念を経営の基本方針としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目標とする経営指標 

   当社グループは、自己資本を効率的に活用しつつ、株主価値の拡大を図るという視点に立ち、

売上高経常利益率、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標と位置づけ、高めること

を目標としています。 

 

（３）中期的な経営戦略 

   2009 年度から新中期経営計画「チャレンジＹＤ」（2009～2011 年度）をスタートさせており、

オプト＆メカトロソリューションをコア事業とすべく舵をきっております。その基本方針は、つ

ぎのとおりです。 

１．事業構造の転換を進め、安定した収益性の確保を目指す。 

２．最初の２年間でオプト＆メカトロニクス分野の事業基盤を固め、中計最終年度に新しい YED

グループを確立させる。 

なお、具体的内容につきましては当社ホームページに掲示しております。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

  今後の経営環境につきましては、景気は持ち直してきているものの先行きに対する不透明感は

強く、厳しい状況が続くものと予想されます。また、個人消費の減少、デフレ長期化の懸念等、

依然として予断を許さない状況が続いております。 

   こうしたなかで、2010 年度は黒字必達に向けすでに年度のスタートにあたり組織および人員

のスリム化による固定費の圧縮を実施しておりますが、業績の回復には、売上の拡大と収益構造

の改善が急務であり、生き残りを賭けた正念場としてつぎの施策を実施し、構造改革を推進して

まいります。 

私たちワイ・イー・データは、「情報化社会に貢献する技術と信頼」をモットーに、最先

端技術の追求と高度な品質管理体制の確立を目指すとともに、株主重視の視点に立ち、企業

価値を継続的に高めます。 

この目標達成のためにつぎの３項目を掲げ、その実現に努力します。 

１．信頼のマルチメディア技術でＩＴ市場に貢献します。 

２．メカトロレーザ技術で産業に貢献します。 

３．高度なデータ復旧技術で顧客の信頼に応えます。 
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  １．スリムで柔軟な組織運営で業務効率の最大化を図りながら、売上の拡大、徹底したコストダ

ウン、経費の抑制を図ってまいります。 

  ２．新市場開拓等により新規事業のガルバノスキャナシステム、フォトキオスク端末を軌道に乗

せ収益貢献へと仕上げを加速してまいります。 

  ３．新分野事業を早期に立ち上げてまいります。 

①シナジーによる拡大：太陽電池製造装置等オプトメカトロニクス事業分野でグループ企業

である㈱ワイディー・メカトロメカトロソリューションズ、レイリ

サーチ㈱等との連携の強化 

           ㈱安川電機との連携によるロボット応用システム市場への取り組み 

    ②新規ビジネスの推進：光通信製品やプリント出力サービスといったネットワークビジネ

ス・サービス事業の推進 

               新規Ｍ＆Ａへの継続的取り組み 

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,719 1,871 

預け金 805 814 

受取手形及び売掛金 2,837 ※2  2,437 

たな卸資産 797 － 

製品 － 315 

原材料 － 101 

仕掛品 － 401 

貯蔵品 － 0 

繰延税金資産 75 0 

その他 71 90 

貸倒引当金 △7 △5 

流動資産合計 7,299 6,026 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 258 326 

機械装置及び運搬具（純額） 23 13 

土地 130 381 

建設仮勘定 － 93 

その他（純額） 124 45 

有形固定資産合計 ※1  537 ※1  859 

無形固定資産   

その他 45 35 

無形固定資産合計 45 35 

投資その他の資産   

投資有価証券 516 543 

その他 319 316 

貸倒引当金 △27 △27 

投資その他の資産合計 809 833 

固定資産合計 1,392 1,728 

資産合計 8,692 7,755 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 719 728 

未払費用 323 305 

未払法人税等 4 11 

役員賞与引当金 1 － 

据付工事引当金 7 － 

製品保証引当金 － 71 

その他 34 46 

流動負債合計 1,091 1,163 

固定負債   

長期未払金 50 50 

退職給付引当金 1,165 1,103 

固定負債合計 1,215 1,153 

負債合計 2,307 2,317 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,008 5,008 

資本剰余金 522 522 

利益剰余金 1,142 213 

自己株式 △165 △166 

株主資本合計 6,507 5,577 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △91 △127 

為替換算調整勘定 △30 △12 

評価・換算差額等合計 △122 △140 

純資産合計 6,385 5,437 

負債純資産合計 8,692 7,755 
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 

 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

売上高 6,907 4,408 

売上原価 5,762 4,031 

売上総利益 1,145 377 

販売費及び一般管理費 1,058 977 

営業利益又は営業損失（△） 86 △600 

営業外収益   

受取利息 9 4 

受取配当金 2 1 

為替差益 － 2 

雇用調整助成金 － 31 

その他 6 3 

営業外収益合計 18 43 

営業外費用   

支払利息 1 － 

為替差損 8 － 

租税公課 － 4 

その他 0 0 

営業外費用合計 9 4 

経常利益又は経常損失（△） 95 △561 

特別利益   

固定資産売却益 － 16 

貸倒引当金戻入額 － 2 

製品保証引当金戻入額 － 29 

その他 － 9 

特別利益合計 － 57 

特別損失   

たな卸資産評価損 － 61 

たな卸資産処分損 85 14 

固定資産処分損 － 24 

固定資産売却損 － 0 

減損損失 104 ※1  32 

投資有価証券評価損 18 2 

売上計上基準変更損 － 51 

過年度損益修正損 5 － 

海外連結子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩
額

－ 25 

その他 － ※2  77 

特別損失合計 215 291 

税金等調整前当期純損失（△） △119 △794 

法人税、住民税及び事業税 19 18 

過年度法人税等 34 － 

法人税等調整額 525 72 

法人税等合計 579 91 

当期純損失（△） △699 △885 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 

 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,008 5,008 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,008 5,008 

資本剰余金   

前期末残高 522 522 

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0 

自己株式処分差損の振替 0 0 

当期変動額合計 △0 － 

当期末残高 522 522 

利益剰余金   

前期末残高 1,994 1,142 

当期変動額   

剰余金の配当 △152 △38 

連結範囲の変動 － △5 

当期純損失（△） △699 △885 

自己株式処分差損の振替 △0 △0 

当期変動額合計 △851 △929 

当期末残高 1,142 213 

自己株式   

前期末残高 △164 △165 

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 △165 △166 

株主資本合計   

前期末残高 7,361 6,507 

当期変動額   

剰余金の配当 △152 △38 

連結範囲の変動 － △5 

当期純損失（△） △699 △885 

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 0 0 

自己株式処分差損の振替 － － 

当期変動額合計 △853 △929 

当期末残高 6,507 5,577 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 

 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △74 △91 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 △36 

当期変動額合計 △16 △36 

当期末残高 △91 △127 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △4 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 － 

当期変動額合計 4 － 

当期末残高 － － 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △16 △30 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 18 

当期変動額合計 △14 18 

当期末残高 △30 △12 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △96 △122 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 △17 

当期変動額合計 △26 △17 

当期末残高 △122 △140 

純資産合計   

前期末残高 7,265 6,385 

当期変動額   

剰余金の配当 △152 △38 

連結範囲の変動 － △5 

当期純損失（△） △699 △885 

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 0 0 

自己株式処分差損の振替 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 △17 

当期変動額合計 △879 △947 

当期末残高 6,385 5,437 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 

 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △119 △794 

減価償却費 127 87 

減損損失 104 32 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △1 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 △1 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32 △61 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15 － 

据付工事引当金の増加（△減少）額 △14 △7 

製品保証引当金の増減額（△は減少） － △71 

受取利息及び受取配当金 △11 △6 

支払利息 1 － 

為替差損益（△は益） △18 2 

固定資産処分損益（△は益） － 24 

固定資産売却損益（△は益） － △16 

投資有価証券評価損益（△は益） 18 2 

海外連結子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩
額 － 25 

売上債権の増減額（△は増加） 1,437 400 

たな卸資産の増減額（△は増加） △42 30 

仕入債務の増減額（△は減少） △519 8 

未払費用の増減額（△は減少） △73 △23 

未払消費税等の増減額（△は減少） 10 △10 

その他 43 0 

小計 910 △380 

利息及び配当金の受取額 12 6 

利息の支払額 △1 － 

法人税等の支払額 △51 △24 

法人税等の還付額 2 25 

営業活動によるキャッシュ・フロー 872 △372 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

事業譲受による支出 － △343 

有形固定資産の取得による支出 △28 △31 

有形固定資産の売却による収入 － 21 

無形固定資産の取得による支出 － △0 

投資有価証券の取得による支出 △0 △65 

投資活動によるキャッシュ・フロー △28 △418 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △152 △38 

自己株式の取得による支出 △1 △0 

自己株式の売却による収入 0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △154 △38 

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 696 △839 

現金及び現金同等物の期首残高 2,828 3,525 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 0 

現金及び現金同等物の期末残高 3,525 2,685 

15
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（５）【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

（前連結会計年度）     （当連結会計年度） 

該当事項はありません。   該当事項はありません。 

 

（６）【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

1 連結の範囲に関する事項 

①連結子会社の数 2 社 

連結子会社の名称‥‥‥唯一奉思工程服務股份有限公司 

株式会社ワイディー･メカトロソリューションズ 

②連結範囲の変更 

株式会社ワイディー・メカトロソリューションズは重要性が増したため、

当連結会計年度より、連結の範囲に含めております。 
また、従来連結の範囲に含めておりましたワイ・イー・データ・カンパ

ニーは会社清算したことにより、当連結会計年度より連結の範囲から除外

しております。 

 

2 持分法の適用に関する事項 

①持分法を適用した関連会社数    1 社 

持分法を適用した関連会社の名称‥レイリサーチ株式会社 

なお、レイリサーチ株式会社については、新たに株式を取得したことから、

当連結会計年度より持分法適用の関連会社に含めております。 

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等 

関連会社株式会社ワイエル・フィールドサービスは、連結当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金等（持分に見合う額）に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

この会社に対する投資については、持分法を適用せず、原価法により評価し

ております。 

 

3 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、唯一奉思工程服務股份有限公司の決算日は 2 月末日であり

ます。 

連結財務諸表の作成にあたっては、2月末日現在の財務諸表を採用しております

が、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行って

おります。 

 

連 結 
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4 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの‥‥決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純 

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの‥‥移動平均法による原価法 

② デリバティブ 

時価法 

③ たな卸資産 

製品及び原材料‥‥先入先出法による原価法(貸借対照表額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定)  

仕   掛   品‥‥個別法による原価法(貸借対照表額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定)  

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産‥‥‥建物(建物附属設備を除く)は定額法、その他は定率法 

(有形固定資産の耐用年数の変更） 
当社及び国内連結子会社の機械及び装置等の耐用年

数については、当連結会計年度より法人税法の改正を

契機として、見直しを行っております。 
なお、当該変更による当連結会計年度の損益に与え

る影響は軽微であります。 
無形固定資産‥‥‥定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法 

(3)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金‥‥‥‥債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

退職給付引当金‥‥従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

退職金規程改定による過去勤務債務は、発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（16

年）による定額法により按分した額を費用処理するこ

ととしております。 

連 結 
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数理計算上の差異は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（16 年）による定

額法により翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。 

製品保証引当金‥‥販売済み製品の無償補修費用の支出に備えるため、過

去の支出割合に基づく見積算出額を計上しております。 

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。ただし、為替予約の振当処理の対象に

なっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約相場により円貨に換

算しております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

(5)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理によっておりま

す。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。 

ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務 

③ヘッジ方針 

主に当社内規に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の為替変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

為替相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価しております。 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理  

提出会社は税抜方式、国内連結子会社 1 社は税込方式によっております。 

 

5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

連 結 
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6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から 3 ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

 

（７）【重要な会計方針の変更】 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

当連結会計年度より平成 18 年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については原価

法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
これにより、従来の方法に比べ、当連結会計年度における営業損失及び経常損失

はそれぞれ 143 百万円増加し、税金等調整前当期純損失は 205 百万円増加しており

ます。 
 (売上計上基準の変更について) 

レーザマーキング装置の売上計上基準については、従来、出荷基準によっており

ましたが、当連結会計年度より、据付完了基準に変更しております。この変更は、

出荷から据付完了までの期間が長期化する傾向が顕著になってきたこと、また、業

務プロセスの見直し等により据付完了に関するデータ取得等の体制が整備されたこ

とから、売上の実態をより適切に反映させるために行うものです。 

これにより、従来の方法に比べ、当連結会計年度における売上高は 50 百万円増加

し、営業損失及び経常損失はそれぞれ 42 百万円減少し、税金等調整前当期純損失は

9百万円増加しております。 

また、当第３四半期連結累計期間までは従来の方法によっておりましたが、当期

末に据付完了に関するデータ取得等の体制が整ったため変更したものであります。 

従って、当３四半期連結累計期間は、変更後の方法に比べ、売上高は 72 百万円減

少し、営業損失及び経常損失はそれぞれ 38 百万円増加し、税金等調整前四半期純損

失は 12 百万円減少しております。 

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用) 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を当連結会計年度から適用

しております。 

なお、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。 

（８）【表示方法の変更】 

(たな卸資産) 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成 20 年 8 月 7 日内閣府令第 50

連 結 
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号)が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記

しておりましたものは、当連結会計年度から「製品」「原材料」「仕掛品」「貯蔵品」

に区分掲記しております。 

    なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「製品」「原材料」「仕掛品」

は、それぞれ 419 百万円、193 百万円、185 百万円であります。 

    

（９）【追加情報】 

(製品保証引当金について) 
製品保証引当金については、当連結会計年度より連結子会社が新たに追加になっ

たことにより、販売済み製品の無償補修費用の支出に備えるため、過去の支出割合

に基づく見積算出額を計上しております。 
（据付工事引当金） 

前連結会計年度において、製品出荷後の現地据付調整費用に備えるため、過去の

発生実績に基づき、将来現地据付調整費用見込額を計上しておりましたが、レーザ

マーキング装置の売上計上基準を出荷基準から据付完了基準に見直したことに伴い、

当連結会計年度より据付工事引当金の計上は行っておりません。 
（１０）【連結財務諸表に関する注記事項】 

（連結貸借対照表関係）        （前連結会計年度） （当連結会計年度） 

1 有形固定資産の減価償却累計額      3,048 百万円      2,035 百万円 

2 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処

理しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計

年度末日満期手形が、連結会計年度末日残高に含まれております。 

受取手形      4 百万円 

 

（連結損益計算書関係） 

1 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

用 途 種 類 場 所 

FDD 事業用設備 
機械装置及び運搬具、 

工具、器具及び備品 
埼玉県入間市 

当社グループは、減損損失の算定に当たり、事業の区分により資産のグルー

ピングを行っております。今後終息方向にあるＦＤＤ事業について当資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで当連結会計年度において減額し、当該

減少額を減損損失(32 百万円)として特別損失に計上しております。 
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なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロ

ーに基づく使用価値をゼロとして評価しております。 

2 特別損失その他の主な内訳は、セカンドライフプラン従業員退職金 75 百万

円であります。 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度 (自 平成 20 年 3 月 21 日  至  平成 21 年 3 月 20 日) 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式 

 普通株式(千株) 
19,730 - - 19,730

自己株式 

 普通株式(千株) 
642 9 1 650

(注 1)普通株式の自己株式の増加 9千株は、単元未満株式の買取りによる増加で

あります。 

(注 2)普通株式の自己株式の減少 1千株は、単元未満株式の売却による減少であ

ります。 

当連結会計年度 (自 平成 21 年 3 月 21 日  至  平成 22 年 3 月 20 日) 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式 

 普通株式(千株) 
19,730 - - 19,730

自己株式 

 普通株式(千株) 
650 4 0 654

(注 1)普通株式の自己株式の増加 4千株は、単元未満株式の買取りによる増加で

あります。 

(注 2)普通株式の自己株式の減少 0千株は、単元未満株式の売却による減少であ

ります。 

 

2 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

平成 21 年 6 月 16 日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

①株式の種類          普通株式 

②配当金の総額           38 百万円 

③１株当たりの配当額         2 円 

④基準日        平成 21 年 3 月 20 日 

⑤効力発生日      平成 21 年 6 月 17 日 
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(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの 

 該当事項はありません。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目との金額

の関係 

（前連結会計年度） （当連結会計年度） 

現金及び預金勘定        2,719 百万円    1,871 百万円 

預け金勘定            805 百万円     814 百万円 

現金及び現金同等物       3,525 百万円    2,684 百万円 

 

（セグメント情報） 

1 事業の種類別セグメント情報 

当社グループの事業区分は、情報関連製品・サービス事業の単一セグメントであ

るため、当連結会計年度及び前連結会計年度とも事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。 

2 所在地別セグメント情報 

当連結会計年度及び前連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計及び

全セグメントの資産の合計額に占める本邦の割合が、いずれも 90%を超えているた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

3 海外売上高 

前連結会計年度（自平成 20 年 3 月 21 日 至平成 21 年 3 月 20 日）（単位:百万円） 

 アジア 北 米 欧 州 オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高 1,653 134 38 0 1,826

Ⅱ 連結売上高 - - - - 6,907

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 
23.9% 2.0% 0.6% 0.0% 26.5%

 

当連結会計年度（自平成 21 年 3 月 21 日 至平成 22 年 3 月 20 日）（単位:百万円） 

 アジア 北 米 欧 州 オセアニア 計 

Ⅰ 海外売上高 623 84 47 - 755

Ⅱ 連結売上高 - - - - 4,408

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 
14.2% 1.9% 1.1% - 17.2%
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(注)１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア……台湾、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア 

北米 ……米国 

欧州 ……ベルギー、ドイツ 

オセアニア…オーストラリア 

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。 

（関連当事者との取引） 

(1）親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

関係内容 

属性 
会社等の名
称 

住所 
資本金又
は出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
被所有割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

製品の販売
等 

397 売掛金 77

出向者人件
費収入等 

1 未収金 9

原材料等の
購入 

47 
未払費
用他 

10

預入 2,004 

親会社 ㈱安川電機 
北九州市
八幡西区 

23,062 

電気機械器
具の製造及
び販売、建
設工事の請
負その他の
付帯事業 

直接 59.6%
間接 1.2%

兼任2人
(2)

転籍4人

当社製
品の販
売及び
材料の
仕入 

資金
の寄
託 払出 1,995 

預け金 814

 （注）１．上記の金額のうち、「預け金」以外の期末残高には消費税等が含まれており、

「預け金」期末残高及び取引金額には消費税等は含まれておりません。 
２．取引条件及び取引条件の決定方針 

一般取引条件と同様に決定しております。 
３．「関係内容・役員の兼務等」欄の（ ）内は親会社従業員及び親会社取締役の兼

任で、内数であります。 
（1株当たり情報）         （前連結会計年度）    （当連結会計年度） 

1 株当たり純資産額        334 円 66 銭        285 円 05 銭 

1 株当たり当期純損失金額      36 円 64 銭         46 円 43 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、当連結会

計年度及び前連結会計年度については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

(注)1 株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

（前連結会計年度） （当連結会計年度） 

当期純損失          699 百万円       885 百万円 

普通株式に帰属しない金額      -百万円          -百万円 

普通株式に係る当期純損失    699 百万円       885 百万円 

期中平均株式数          19,084,066 株      19,078,745 株 
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(重要な後発事象) 

（前連結会計年度） 

（事業一部譲受けについて） 

当社の平成２１年１月１６日の取締役会決議に基づき、平成２１年３月２３日に

子会社である株式会社ワイディー･メカトロソリューションズと株式会社プロデュ

ースとの間で事業の譲受けを完了いたしました。 

（子会社の増資引き受けについて） 

当社は、平成 21 年 3 月 19 日開催の取締役会において、当社が平成 21 年１月

16 日に設立した株式会社ワイディー・メカトロソリューションズの増資引き受け

を決議し、平成 21 年 3 月 23 日に払込が完了いたしました。 

 

（当連結会計年度） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

デリバティブ取引、有価証券等に関する注記事項については、決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

連 結 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,622 1,523 

預け金 805 814 

受取手形 167 ※2  186 

売掛金 2,672 2,107 

製品 422 299 

原材料 193 100 

仕掛品 185 289 

未収入金 55 82 

繰延税金資産 72 － 

その他 13 10 

貸倒引当金 △5 △5 

流動資産合計 7,203 5,408 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 257 237 

構築物（純額） 0 0 

機械及び装置（純額） 22 9 

車両運搬具（純額） 0 0 

工具（純額） 59 5 

器具及び備品（純額） 65 38 

土地 130 130 

建設仮勘定 － 5 

有形固定資産合計 ※1  536 ※1  427 

無形固定資産   

ソフトウエア 44 33 

その他 1 0 

無形固定資産合計 45 34 

投資その他の資産   

投資有価証券 510 537 

関係会社株式 119 968 

出資金 278 278 

従業員に対する長期貸付金 5 － 

破産更生債権等 27 27 

長期前払費用 0 － 

敷金及び保証金 5 5 

ゴルフ会員権 2 2 

貸倒引当金 △27 △27 

投資その他の資産合計 921 1,792 

固定資産合計 1,504 2,254 

資産合計 8,708 7,663 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 370 238 

買掛金 375 351 

未払金 16 11 

未払費用 329 266 

未払法人税等 － 6 

前受金 4 11 

預り金 13 17 

役員賞与引当金 1 － 

据付工事引当金 7 － 

その他 0 0 

流動負債合計 1,119 904 

固定負債   

長期未払金 50 50 

退職給付引当金 1,165 1,103 

固定負債合計 1,215 1,153 

負債合計 2,334 2,058 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,008 5,008 

資本剰余金   

資本準備金 522 522 

資本剰余金合計 522 522 

利益剰余金   

利益準備金 100 104 

その他利益剰余金   

別途積立金 1,400 950 

繰越利益剰余金 △400 △686 

利益剰余金合計 1,100 368 

自己株式 △165 △166 

株主資本合計 6,465 5,733 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △91 △127 

評価・換算差額等合計 △91 △127 

純資産合計 6,373 5,605 

負債純資産合計 8,708 7,663 
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 

 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

売上高 6,846 3,936 

売上原価 5,773 3,592 

売上総利益 1,073 344 

販売費及び一般管理費 1,018 720 

営業利益又は営業損失（△） 54 △376 

営業外収益   

受取利息 5 2 

有価証券利息 3 2 

受取配当金 2 1 

雇用調整助成金 － 29 

その他 4 2 

営業外収益合計 15 38 

営業外費用   

支払利息 1 － 

為替差損 8 － 

租税公課 － 4 

その他 0 0 

営業外費用合計 9 4 

経常利益又は経常損失（△） 61 △342 

特別利益   

固定資産売却益 － 0 

特別利益合計 － 0 

特別損失   

たな卸資産評価損 － 61 

たな卸資産処分損 84 14 

固定資産処分損 － 23 

減損損失 104 ※1  32 

投資有価証券評価損 18 2 

売上計上基準変更損 － 51 

過年度損益修正損 5 － 

その他 － ※2  76 

特別損失合計 213 263 

税引前当期純損失（△） △152 △606 

法人税、住民税及び事業税 10 14 

過年度法人税等 34 － 

法人税等調整額 519 72 

法人税等合計 564 87 

当期純損失（△） △717 △693 

27



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 

 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,008 5,008 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,008 5,008 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 522 522 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 522 522 

その他資本剰余金   

自己株式処分差益   

前期末残高 0 － 

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0 

自己株式処分差損の振替 0 0 

当期変動額合計 △0 － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計   

前期末残高 522 522 

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0 

自己株式処分差損の振替 0 0 

当期変動額合計 △0 － 

当期末残高 522 522 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 84 100 

当期変動額   

利益準備金の積立 16 3 

当期変動額合計 16 3 

当期末残高 100 104 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,400 1,400 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △450 

当期変動額合計 － △450 

当期末残高 1,400 950 

繰越利益剰余金   

前期末残高 485 △400 

当期変動額   

剰余金の配当 △152 △38 

別途積立金の取崩 － 450 

利益準備金の積立 △16 △3 

当期純損失（△） △717 △693 

自己株式処分差損の振替 △0 △0 

当期変動額合計 △886 △285 

当期末残高 △400 △686 

28



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 

 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,970 1,100 

当期変動額   

剰余金の配当 △152 △38 

利益準備金の積立 － － 

当期純損失（△） △717 △693 

自己株式処分差損の振替 △0 △0 

当期変動額合計 △870 △731 

当期末残高 1,100 368 

自己株式   

前期末残高 △164 △165 

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 △165 △166 

株主資本合計   

前期末残高 7,337 6,465 

当期変動額   

剰余金の配当 △152 △38 

当期純損失（△） △717 △693 

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 0 0 

自己株式処分差損の振替 － － 

当期変動額合計 △871 △732 

当期末残高 6,465 5,733 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △74 △91 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 △36 

当期変動額合計 △16 △36 

当期末残高 △91 △127 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △4 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 － 

当期変動額合計 4 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △79 △91 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △36 

当期変動額合計 △11 △36 

当期末残高 △91 △127 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 

 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

純資産合計   

前期末残高 7,257 6,373 

当期変動額   

剰余金の配当 △152 △38 

当期純損失（△） △717 △693 

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 0 0 

自己株式処分差損の振替 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △36 

当期変動額合計 △883 △768 

当期末残高 6,373 5,605 
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（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

（前事業年度）       （当事業年度） 

該当事項はありません。   該当事項はありません。 

（５）重要な会計方針 

1 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社及び関連会社株式‥‥移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの‥‥決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

時価のないもの‥‥移動平均法による原価法 

2 デリバティブの評価基準及び評価方法‥‥時価法 

3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品及び原材料‥‥先入先出法による原価法 

(貸借対照表額は収益性の低下による簿価切下げの方法に

より算定) 

仕   掛   品‥‥個別法による原価法 

(貸借対照表額は収益性の低下による簿価切下げの方法に

より算定) 

4 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産‥‥‥建物(建物附属設備を除く)は定額法、その他は定率法 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

当事業年度より法人税法の改正を契機に、機械及び装置の

耐用年数の見直しを行っております。 
なお、当該変更による当事業年度の損益に与える影響は軽

微であります。 
無形固定資産‥‥‥定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法 

5 引当金の計上基準 

貸倒引当金‥‥‥‥債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

退職給付引当金‥‥従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

退職金規程改定による過去勤務債務は、発生時における従
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業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（16 年）による

定額法により按分した額を費用処理することとしておりま

す。 

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（16 年）による定額法により

翌事業年度から費用処理することとしております。 

6 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。ただし、為替予約の振当処理の対象になっている外

貨建金銭債権債務については、当該為替予約相場により円貨に換算しております。 

7 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッシ゛処理を採用しております。ただし、為替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとお

りであります。 

ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務 

③ヘッジ方針 

主に当社内規に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の為替変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

為替相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しております。 

8 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

（６）重要な会計方針の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

当事業年度より平成 18 年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については原価法から

原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べ、当事業年度における営業損失及び経常損失はそ

れぞれ 97 百万円増加し、税引前当期純損失は 159 百万円増加しております。 
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(売上計上基準の変更について) 

レーザマーキング装置の売上計上基準については、従来、出荷基準によっており

ましたが、当事業年度より、据付完了基準に変更しております。この変更は、出荷

から据付完了までの期間が長期化する傾向が顕著になってきたこと、また、業務プ

ロセスの見直し等により据付完了に関するデータ取得等の体制が整備されたことか

ら、売上の実態をより適切に反映させるために行うものです。 

これにより、従来の方法に比べ、当事業年度における売上高は 50 百万円増加し、

営業損失及び経常損失はそれぞれ 42 百万円減少し、税引前当期純損失は 9百万円増

加しております。 

（７）表示方法の変更 

（損益計算書関係） 

前事業年度において区分掲記していた営業外費用の「為替差損」は、営業外費

用の総額の 100 分の 10 以下となったため営業外費用の「その他」に含めて表示す

ることとしました。 
なお、当事業年度における「為替差損」の金額は 0 百万円であります。 

（８）追加情報 

 (据付工事引当金) 

前事業年度において、製品出荷後の現地据付調整費用に備えるため、過去の発生実績

に基づき、将来現地据付調整費用見込額を計上しておりましたが、レーザマーキング

装置の売上計上基準を出荷基準から据付完了基準に見直したことに伴い、当事業年度よ

り据付工事引当金の計上は行っておりません。 

（９）個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係）           （前事業年度）    （当事業年度） 

1 有形固定資産の減価償却累計額      3,048 百万円      2,027 百万円 

2 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しており

ます。 

なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

が、期末残高に含まれております。 

受取手形       4 百万円 
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（損益計算書関係） 

1.減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上して

おります。 

用 途 種 類 場 所 

ＦＤＤ事業用設備 
機械及び装置、車輌運搬具、

工具、器具及び備品 
埼玉県入間市 

当社は、減損損失の算定に当たり、事業の区分により資産のグルーピングを行

っております。今後終息方向にあるＦＤＤ事業について当資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで当事業年度において減額し、当該減少額を減損損失(32 百万

円)として特別損失に計上しております。 

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

に基づく使用価値をゼロとして評価しております。 

2.特別損失その他の主な内訳は、セカンドライフプラン従業員退職金 75 百万円

であります。 

（1株当たり情報） 

（前事業年度）    （当事業年度） 

1 株当たり純資産額       334 円 05 銭      293 円 83 銭 

1 株当たり当期純損失金額     37 円 60 銭      36 円 35 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、当事業年

度及び前事業年度については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

(注)1 株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

（前事業年度）    （当事業年度） 

当期純損失         717 百万円      693 百万円 

普通株式に帰属しない金額   ― 百万円       ― 百万円 

普通株式に係る当期純損失  717 百万円      693 百万円 

期中平均株式数      19,084,066 株     19,078,745 株 
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（重要な後発事象） 

（前事業年度） 

（子会社の増資引き受けについて） 

当社は、平成 21 年３月 19 日開催の取締役会において、当社が平成 21 年１月

16 日に設立した株式会社ワイディー・メカトロソリューションズの増資引き受け

を決議し、平成 21 年３月 23 日に払込が完了いたしました。 

（当事業年度） 

該当事項はありません。 

（開示の省略） 

デリバティブ取引、有価証券等に関する注記事項については、決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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６．その他

（１）役員の異動(平成22年６月15日付け）

［新任取締役候補者または新任監査役候補者］

　　　　　     　　　    やまざき　たつや

　取締役（非常勤、社外取締役）    　山崎 達也
　　　　　    　　　     ありみつ　やすひこ

　常勤監査役　　　　　　　　        有光 安彦（現　㈱安川電機理事）
　　　　　　   　　      ひらかわ　 こうじ

　監査役（非常勤、社外監査役）　  　平川 孝司（現　㈱安川電機モーションコントロール事業部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    事業計画部事業計画課長）

［昇任取締役候補者］

　　　　　　             しもぞの　なおと

　常務取締役ｵﾌﾟﾄﾒｶﾄﾛﾆｸｽ事業部長     下園 直登（現 取締役ｵﾌﾟﾄﾒｶﾄﾛﾆｸｽ事業部長）　

［退任予定者監査役］
　　　　　　             ふくだ　   としひこ

　常勤監査役　　　　　　　　　　    福田 敏彦　
　　　　　　              いくやま　 たけし

　監査役（非常勤、社外監査役）　    生山 武史　

（２）その他

　      期　　別　  　前連結会計年度(A)  　当連結会計年度(B)

     平成20年    　平成21年

     平成21年      平成22年      

　(B)-(A)

　　(A)

％ ％ ％

オプトメカトロニクス 2,615 37.9 1,673 38.0 △ 941 △ 36.0

情報セキュリティ 525 7.6 441 10.0 △ 84 △ 16.1

情報マルチメディア 3,766 54.5 2,293 52.0 △ 1,473 △ 39.1

合　　計 6,907 100.0 4,408 100.0 △ 2,499 △ 36.2

うち輸出高 1,826 26.4 755 17.1 △ 1,071 △ 58.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(注）1.前連結会計年度、当連結会計年度とも部門区分をオプトメカトロニクス、情報セキュリティ、

　　　 情報マルチメディアの３部門に変更しています。

　　　　2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

    部   門

（単位：百万円）

(対前連結会計年度)

 (B)-(A)

増 　 減

金　　額 構成比 金　　額 構成比

部門別売上高（連結）

　３月21日から

　３月20日まで

　３月21日から

　３月20日まで
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