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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3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3四半期 918 △8.8 4 △95.8 △44 ― △45 ―
21年6月期第3四半期 1,007 ― 96 ― 24 ― 22 ―

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3四半期 △964.39 ―
21年6月期第3四半期 615.00 614.25

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3四半期 1,127 247 21.8 5,187.84
21年6月期 1,052 239 22.5 5,322.03

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  245百万円 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 46,716株 21年6月期第3四半期 36,479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。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機以降の後退局面から各国政府の大規
模な景気刺激策を受け、内外の在庫調整の進捗や中国を中心とする新興国経済の強まりを背景とした海
外経済の改善による企業収益の回復に伴い、設備投資は下げ止まりに向かっております。  
 このような状況の中、液晶関連事業は、国内企業の投資意欲も回復しつつあり、新規受注が活発化し
てきております。国内企業の設備投資の本格回復は４月以降となる見込みであり、当第３四半期累計期
間においては、アライナー装置、UV洗浄装置などのFPD製造装置関連の販売はあるものの、売上高は
719,609千円（前年同四半期7.6％減）となりました。 
 医療機器事業は、主要顧客に対するフットスイッチの販売が引き続き好調に推移しておりますが、売
上高は76,366千円（前年同四半期比3.7％減）となりました。 
 計測機器事業は、船舶向けの需要を中心とし、その他の業界への販売も回復しており膜厚計などの販
売が堅調に推移した結果、売上高は42,707千円（前年同四半期比13.4％増）となりました。 
 産業機器事業は、各企業の設備投資意欲が回復の兆しはありますが、依然として低い水準で推移して
おり、売上高は41,601千円（前年同四半期比50.8％減）となりました。 
 この結果、当第３半期累計期間における売上高は918,830千円（前年同四半期比8.8％減）、営業利益
は4,022千円（前年同四半期比95.8％減）、経常損失は44,378千円（前年同四半期は経常利益24,382千
円）、四半期純損失は45,052千円（前年同四半期は四半期純利益22,434千円）となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 
当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ75,153千円増加し、1,127,884千円

となりました。これは主に、「受取手形及び売掛金」の増加152,449千円、「商品及び製品」の増加
48,114千円、「機械及び装置」の増加17,157千円及び「現金及び預金」の減少127,002千円によるもの
です。 
 当第３四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66,604千円増加し、880,236千円
となりました。これは主に、「買掛金」の減少23,469千円、「長期借入金」の減少43,884千円及び「短
期借入金」の増加112,835千円によるものです。 
 また、当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ8,549千円増加し、247,647千
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
越利益剰余金」の減少45,052千円、「繰延ヘッジ損益」の増加20,169千円によるものです。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 
当第３四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130,302千円減少し、

84,080千円となりました。 

  

  

  

・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119,066千円の支出となりました。これは主に税引前四半期
純損失44,378千円、仕入債務の減少22,978千円、売上債権の増加152,449千円,たな卸資産の増加
49,220円に対して、減価償却費63,804千円によるものです。

(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92,183千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14,440千円によるものです。

(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98,049千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112,835千円、長期借入金の返済による支出43,884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棚卸資産の評価方法 
当第３四半期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。 
②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。 
③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３四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。 

  

  

  

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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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年３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 87,380 214,382

受取手形及び売掛金 680,434 527,984

商品及び製品 164,414 116,300

仕掛品 1,969 1,319

原材料及び貯蔵品 8,357 7,902

その他 8,094 35,952

流動資産合計 950,650 903,840

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 112,387 95,229

その他（純額） 1,546 1,977

有形固定資産合計 113,933 97,207

無形固定資産 3,946 867

投資その他の資産   

その他 84,233 75,695

貸倒引当金 △24,880 △24,880

投資その他の資産合計 59,353 50,815

固定資産合計 177,233 148,890

資産合計 1,127,884 1,052,730

負債の部   

流動負債   

買掛金 117,138 140,607

短期借入金 490,334 377,499

1年内返済予定の長期借入金 58,512 58,512

未払法人税等 507 2,384

その他 129,136 107,925

流動負債合計 795,628 686,928

固定負債   

長期借入金 77,226 121,110

退職給付引当金 5,141 5,593

その他 2,240 －

固定負債合計 84,607 126,703

負債合計 880,236 813,631
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年３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 △145,227 △100,175

株主資本合計 258,174 273,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,265 △766

繰延ヘッジ損益 △15,847 △36,016

評価・換算差額等合計 △12,581 △36,783

新株予約権 2,055 2,055

純資産合計 247,647 239,098

負債純資産合計 1,127,884 1,052,730
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,007,439 918,830

売上原価 648,297 595,762

売上総利益 359,142 323,067

繰延延払利益控除 － 21,440

差引売上総利益 359,142 301,627

販売費及び一般管理費 262,656 297,604

営業利益 96,486 4,022

営業外収益   

受取利息 411 68

受取配当金 88 112

仕入割引 2,200 1,340

その他 922 369

営業外収益合計 3,623 1,890

営業外費用   

支払利息 7,979 11,368

為替差損 3,477 19,888

デリバティブ評価損 63,382 14,482

その他 886 4,553

営業外費用合計 75,726 50,292

経常利益又は経常損失（△） 24,382 △44,378

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,752 －

特別利益合計 3,752 －

特別損失   

投資有価証券評価損 4,983 －

特別損失合計 4,983 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 23,151 △44,378

法人税、住民税及び事業税 716 674

法人税等合計 716 674

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,434 △45,052
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 339,766 292,002

売上原価 249,889 204,055

売上総利益 89,876 87,947

販売費及び一般管理費 89,478 100,783

営業利益又は営業損失（△） 397 △12,836

営業外収益   

受取利息 140 21

仕入割引 619 371

デリバティブ評価益 11,402 －

その他 269 67

営業外収益合計 12,432 460

営業外費用   

支払利息 2,726 3,858

為替差損 3,787 10,102

デリバティブ評価損 － 4,116

その他 400 1,577

営業外費用合計 6,914 19,654

経常利益又は経常損失（△） 5,915 △32,029

特別損失   

投資有価証券評価損 4,983 －

特別損失合計 4,983 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 931 △32,029

法人税、住民税及び事業税 245 221

法人税等合計 245 221

四半期純利益又は四半期純損失（△） 686 △32,251
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３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
（△）

23,151 △44,378

減価償却費 29,081 63,804

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,687 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 949 △452

受取利息及び受取配当金 △499 △180

支払利息 7,979 11,368

為替差損益（△は益） 2,610 17,101

投資有価証券評価損益（△は益） 4,983 －

デリバティブ評価損益（△は益） 63,382 14,482

売上債権の増減額（△は増加） △485,782 △152,449

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,512 △49,220

仕入債務の増減額（△は減少） 166,627 △22,978

その他 △8,379 55,834

小計 △155,695 △107,068

利息及び配当金の受取額 499 180

利息の支払額 △10,545 △11,311

法人税等の支払額 △281 △867

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 △155,538 △119,066

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 － △2,700

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 △24,051 △79,809

無形固定資産の取得による支出 － △3,800

投資有価証券の取得による支出 △8,400 △14,440

投資有価証券の売却による収入 4,599 －

保険積立金の積立による支出 △6,411 △5,331

保険積立金の解約による収入 － 13,898

その他 45 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,319 △92,183

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） 30,000 112,835

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △12,870 △43,884

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 122,130 98,049

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,610 △17,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,338 △130,302

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 157,951 84,080
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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３四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３四
半期会計期間末において資本金が180,350千円、資本剰余金が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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