
  

１．平成22年9月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年9月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

 当連結会計年度は決算期の変更により、平成22年4月1日から平成22年9月30日までの6ヶ月間となります。このため、通
期の対前期増減率については記載しておりません。 
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  （百万円未満切捨て）

（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9月期第１四半期  3,208 73.4  146  －  130  －  20  －

22年3月期第１四半期  1,850  △53.0  △233  －  △243  －  △229  －

  
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9月期第１四半期  1  49  1  49

22年3月期第１四半期  △16  52  －  －

  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9月期第１四半期  9,389  3,152  33.6  226  23

22年3月期  8,412  3,066  36.5  220  45

（参考）自己資本 22年9月期第１四半期 3,152百万円 22年3月期 3,066百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －  －  0 00 － － 0     00  0  00

22年9月期  －  －

22年9月期（予想）  － － － － 0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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 

通期  6,700  －  135  －  145  －  30  －  2  15



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有 

新規     －  社 （社名）      －           、除外    1    社  （社名）モリテックス香港有限公司 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

  

※  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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期１Ｑ 13,933,928株 22年3月期 13,910,928株

②  期末自己株式数 22年9月期１Ｑ 438株 22年3月期 378株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年9月期１Ｑ 13,923,384株 22年3月期１Ｑ 13,895,640株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、年明け以降鮮明となってきた景気持ち直しの動きが継続し、企

業収益の改善が見られるとともに、設備投資も下げ止まりました。個人消費についても持ち直しの動きが継続いたし

ました。  

 海外においては、ギリシャにおける財政危機の欧州金融システムに与える影響が懸念されたものの、米国では緩や

かな景気回復基調となり、欧州では景気が下げ止まっています。アジア地域では、中国経済が内需を中心に拡大して

おり、周辺地域においても中国向け輸出の増加もあり総じて景気は回復しております。 

 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

は、世界的な景気回復基調とともに半導体需要が急増したことにより、特に半導体製造装置業界、電子部品実装装置

業界において前期凍結されていた半導体業界の設備投資が再開されたことから、受注は高水準で推移いたしました。

 このような事業環境の中、当企業集団の受注も高い水準で推移し、加えて前期に実施してきた事業再構築の効果も

相俟って、当企業集団の業績を前年同期に比べ大きく回復させることができました。 

 以上の結果、当第１四半期における連結売上高は3,208百万円（前年同期比73.4％増）、営業利益は146百万円（前

年同期営業損失233百万円）、経常利益130百万円（前年同期経常損失243百万円）、四半期純利益20百万円（前年同

期四半期純損失229百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は以下の通りであります。  

 なお、当連結会計年度より、セグメント情報を開示する方法として、マネジメント・アプローチを採用するべく内

閣府令が改正されたことを受け、当企業集団のセグメント構成を以下の通り変更いたしました。 

  

マシンビジョンシステム・工業用事業 売上高 2,159百万円（前年同期比172.4%増）、営業利益 296百万円（前年

同期営業損失285百万円） 

 マシンビジョンシステム・工業用事業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、世界的な景気回復基調とともに半導体需要が急増したことにより、特に半導体製造装

置業界、電子部品実装装置業界において、前期凍結されていた半導体業界の設備投資が再開され、受注は高水準で推

移致しました。 

 この状況を受け、当企業集団における受注も好調に推移し、売上高及び営業利益は前年同期に比べ大きく改善いた

しました。 
  

コスメ機器事業 売上高 217百万円（前年同期比23.6%減）、営業損失 11百万円（前年同期営業利益51百万円） 

 コスメ機器事業の主要販売先である化粧品業界において、化粧品メーカー各社へ納品している肌カウンセリングシ

ステムの売上の中心となった製品が前年とは異なったことから、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。また、

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

従来セグメント 新セグメント 従来セグメントとの相違点 

光 

応 

用 

機 

器 

事 

業 

マシンビジョ

ン 

システム部門 

マシンビジョ

ンシステム・

工業用事業 

従来の「マシンビジョンシステム部門」に、従来の「画像機器関連部門」

から「工業製品分野向けCCDマイクロスコープ」を移管するとともに、従来の

「光通信関連機器部門」から光モジュール製造装置等の製造装置類に関する

事項を移管いたしました。 

また、従来「マシンビジョンシステム部門」で計上していたショットグル

ープ製品の販売に係わる事項を「その他」へ移管いたしました。 

画像機器関連

部門 

コスメ機器事

業 

従来は「化粧品業界向け肌カウンセリングシステム」と「工業製品分野向

けCCDマイクロスコープ」を合わせて「画像機器関連部門」としておりました

が、販売分野が異なることから「工業製品分野向けCCDマイクロスコープ」を

「マシンビジョンシステム・工業用事業」へ移管し、「化粧品業界向け肌カ

ウンセリングシステム」を「コスメ機器事業」といたしました。 

光通信関連機

器部門 

オプトコム事

業 

従来の「光通信関連機器部門」から、光モジュール製造装置等の製造装置

類に関する事項を「マシンビジョンシステム・工業用事業」へ移管いたしま

した。 

機能性材料事業 
機能性材料事

業 
従来のセグメント区分から変更ありません。 

その他の事業 その他の事業
従来「マシンビジョンシステム部門」で計上していたショットグループ製

品の販売に係わる事項を移管いたしました。 

－ 海外事業 在外子会社に関する事項を「海外事業」に一本化いたしました。 
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営業利益については、売上高が減少したことに加え滞留在庫を廉価で販売したことにより、営業損失となりました。

  

オプトコム事業 売上高 122百万円（前年同期比16.6%減）、営業損失 8百万円（前年同期営業損失30百万円） 

 オプトコム事業の主要販売先である光通信関連デバイス市場において、FTTH（Fiber To The Home）向け光部品の

需要は旺盛であるものの、競争の激化などにより部品の低価格化が進んでおります。加えて、当企業集団の事業再構

築に伴い生産設備の移管を進めていることから生産能力が減少し、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。 

 一方、営業利益については前期に実施してきた事業再構築の効果により、前年同期に比べ改善いたしました。 

  

機能性材料事業 売上高 306百万円（前年同期比36.5%増）、営業利益 33百万円（前年同期比28.7%増） 

 機能性材料事業においては、メディカル用各種チューブや粒子類の販売が好調であった他、景気回復の基調と合わ

せて総じて受注が回復傾向となり、売上高及び営業利益は前年同期に比べ大きく改善いたしました。 

  

海外事業 売上高 350百万円（前年同期比71.5%増）、営業損失 128百万円（前年同期営業損失60百万円） 

 海外事業においては、世界経済が回復基調となったことから、米国の子会社であるモリテックス U.S.A. Inc.の売

上高が増加した他、アジア地区においても、モリテックス ASIA有限公司およびモリテックス Singapore PTE Ltd.の

受注が回復傾向となり、売上高は前年同期に比べ大きく改善いたしました。利益面につきましては、現在清算手続き

中のモリテックスEUROPE LTD.において、棚卸資産の廃棄損が発生した他、製品製造を行っているモリテックステク

ノロジーズ（深圳）有限公司における製造費用が嵩んだこと等により、営業損失となりました。 

  

その他の事業 売上高 52百万円（前年同期売上0百万円）、営業損失 76百万円（前年同期営業損失10百万円） 

 その他の事業においては、主にショットグループ製品の販売を行っております。前期にショット日本株式会社より

事業移管を受けたことから、事業移管前からの既存の販売先に加え、当企業集団の販売先業界への拡販や従来当企業

集団が販売していなかった新規業界への販売ルート開拓活動に注力しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報   

当第１四半期連結会計期間末の総資産は9,389百万円で、前連結会計年度末と比較して977百万円の増加となりま

した。これは主に、親会社であるSCHOTT AGへの関係会社預け金594百万円および未収入金421百万円の増加等による

ものであります。 

負債の部は6,237百万円で、前連結会計年度末と比較して891百万円の増加となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金633百万円、未払金359百万円が増加したこと等によるものであります。 

純資産の部は3,152百万円で、前連結会計年度末と比較して85百万円の増加となりました。 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により522百万円増加し、投資活動により13

百万円減少し、財務活動により65百万円減少いたしました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から

445百万円の増加となり、四半期末残高は2,115百万円となりました。 

 各活動別の説明  

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果得られた資金は522百万円となりました。これらの主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上

および仕入債務の増加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) 

 投資活動の結果使用した資金は13百万円となりました。これらの主な要因は、子会社株式売却による支出等によ

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65百万円となりました。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。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

世界的な景気回復基調とともに半導体需要が急増し、当社の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実

装装置業界における業況の好調が続くことが見込まれることから、当企業集団の売上高も好調に推移するものと考え

られます。一方、利益面については、海外への生産移管に関わる人員等について、先行的に増員のうえ教育等を行っ

たため、この影響等を鑑み平成22年8月10日付で、前回5月14日付で発表した通期業績予想（平成22年4月1日～平成22

年9月30日）の修正を行いました。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、モリテックス香港有限公司を連結の範囲から除外しております。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要    

    ①棚卸資産の評価方法 

  当第１四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  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

        会計処理基準に関する事項の変更 

  資産除去債務に関する会計基準の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

  これにより、営業利益及び経常利益は1,241千円、税金等調整前四半期純利益は44,680千円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は81,404千円であります。 

  

 表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

１．前第１四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「前払費用」は、

重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。  

   なお、前第１四半期連結会計期間の流動資産の「前払費用」は61,981千円であります。 

２．前第１四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、

重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。 

  なお、前第１四半期連結会計期間の流動資産の「未収入金」は41,664千円であります。 

３．前第１四半期連結会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「差入保

証金」は、重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。 

   なお、前第１四半期連結会計期間の投資その他の資産の「差入保証金」は155,262千円であります。 

  

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 748,857 897,277

関係会社預け金 1,366,942 772,847

受取手形及び売掛金 2,055,123 2,096,541

商品及び製品 1,400,078 1,285,396

仕掛品 190,347 214,580

原材料及び貯蔵品 694,017 529,486

前払費用 56,395 71,974

未収入金 483,820 62,360

繰延税金資産 10,992 10,752

その他 12,535 77,052

貸倒引当金 △3,825 △4,278

流動資産合計 7,015,286 6,013,991

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,532,508 1,560,660

減価償却累計額 △713,197 △687,732

建物及び構築物（純額） 819,311 872,927

機械装置及び運搬具 881,051 954,694

減価償却累計額 △697,207 △747,880

機械装置及び運搬具（純額） 183,844 206,813

工具、器具及び備品 1,457,357 1,600,516

減価償却累計額 △1,260,642 △1,380,966

工具、器具及び備品（純額） 196,714 219,550

土地 182,750 182,750

リース資産 32,981 32,625

減価償却累計額 △16,915 △14,689

リース資産（純額） 16,066 17,936

建設仮勘定 350 1,950

有形固定資産合計 1,399,035 1,501,927

無形固定資産   

借地権 38,080 39,438

ソフトウエア 142,807 153,378

その他 3,880 3,557

無形固定資産合計 184,767 196,374

投資その他の資産   

投資有価証券 40,698 41,597

関係会社株式 232,850 223,771

破産更生債権等 6,121 5,331

差入保証金 152,447 158,146

繰延税金資産 830 813
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

投資不動産 543,657 423,870

減価償却累計額 △201,728 △169,850

投資不動産（純額） 341,929 254,020

その他 21,584 21,706

貸倒引当金 △6,121 △5,331

投資その他の資産合計 790,340 700,057

固定資産合計 2,374,143 2,398,359

資産合計 9,389,430 8,412,350

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,252,485 1,618,639

短期借入金 1,377,722 1,376,520

1年内返済予定の長期借入金 225,600 259,600

未払金 618,062 258,166

リース債務 8,338 8,116

未払法人税等 7,962 24,274

賞与引当金 54,703 190,207

事業構造改善引当金 4,757 8,523

資産除去債務 4,831 －

その他 134,503 110,915

流動負債合計 4,688,966 3,854,964

固定負債   

長期借入金 483,500 512,650

リース債務 8,511 10,558

退職給付引当金 954,689 936,111

受入保証金 13,190 17,605

負ののれん 7,215 9,620

繰延税金負債 3,109 3,197

資産除去債務 76,970 －

その他 1,079 1,063

固定負債合計 1,548,266 1,490,806

負債合計 6,237,232 5,345,770
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,279 3,320,256

資本剰余金 3,387,658 3,387,658

利益剰余金 △3,494,864 △3,515,564

自己株式 △326 △309

株主資本合計 3,212,746 3,192,041

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △957 60

為替換算調整勘定 △59,591 △125,522

評価・換算差額等合計 △60,549 △125,461

純資産合計 3,152,197 3,066,579

負債純資産合計 9,389,430 8,412,350
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,850,555 3,208,747

売上原価 1,386,863 2,276,612

売上総利益 463,692 932,135

販売費及び一般管理費 697,426 785,802

営業利益又は営業損失（△） △233,733 146,333

営業外収益   

受取利息及び配当金 989 190

持分法による投資利益 － 11,495

負ののれん償却額 2,405 2,405

受取家賃 2,450 18,767

その他 5,761 14,469

営業外収益合計 11,605 47,328

営業外費用   

支払利息 11,352 7,725

手形売却損 1,459 1,923

為替差損 5,672 33,326

持分法による投資損失 1,753 －

売上債権売却損 1,533 5,396

不動産賃貸費用 － 15,051

営業外費用合計 21,772 63,423

経常利益又は経常損失（△） △243,900 130,238

特別利益   

事業構造改善引当金戻入額 17,849 －

特別利益合計 17,849 －

特別損失   

固定資産除却損 － 5,961

本社移転費用 － 2,404

ゴルフ会員権評価損 50 －

関係会社株式売却損 － 49,542

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,438

特別損失合計 50 101,346

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（△）

△226,100 28,891

法人税、住民税及び事業税 6,000 7,826

法人税等調整額 37 366

法人税等合計 6,037 8,192

少数株主損益調整前四半期純利益 － 20,699

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,577 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △229,561 20,699
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

△226,100 28,891

減価償却費 89,297 78,564

負ののれん償却額 △2,405 △2,405

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,766 18,578

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,373 △135,504

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △248,753 △3,765

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,543 337

固定資産除却損 － 5,961

関係会社株式売却損益（△は益） － 49,542

ゴルフ会員権評価損 50 －

持分法による投資損益（△は益） 1,753 △11,495

受取利息及び受取配当金 △989 △190

為替差損益（△は益） 3,235 17,099

支払利息 11,352 7,725

投資不動産賃借費用 － 9,862

受取家賃 － △18,767

助成金収入 － △3,358

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43,438

雑収入 － △11,099

売上債権の増減額（△は増加） 141,310 △12,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,034 △254,980

仕入債務の増減額（△は減少） △157,228 696,209

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,502 △42,244

その他の流動負債の増減額（△は減少） 18,431 90,432

小計 △548,262 550,636

利息及び配当金の受取額 989 190

持分法適用会社からの配当金の受取額 2,917 2,417

利息の支払額 △9,048 △7,725

助成金の受取額 － 3,358

法人税等の支払額 △33,607 △25,902

営業活動によるキャッシュ・フロー △587,011 522,974

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 △6,298 △19,475

無形固定資産の取得による支出 － △9,335

投資有価証券の取得による支出 △12,240 △160

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,974 16,920

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △27,728

投資不動産の賃貸による収入 － 8,904

事業譲渡による収入 － 17,590

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,512 △13,283
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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） 347,855 －

長期借入金の返済による支出 △96,483 △63,150

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 23

自己株式の取得による支出 － △16

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,313 △2,008

財務活動によるキャッシュ・フロー 250,058 △65,152

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,920 1,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △355,544 445,675

現金及び現金同等物の期首残高 1,243,571 1,670,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 888,027 2,115,799
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 1,402,925 223,915  198,804  24,910  1,850,555 －  1,850,555

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  1,402,925  223,915  198,804  24,910  1,850,555 －  1,850,555

営業利益又は営業損失

(△) 
 △230,813  34,879  △51,640  13,840  △233,733 －  △233,733

  
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  1,646,410  126,229  77,915  1,850,555  －  1,850,555

(2）セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 46,308  74,443  98,648  219,400 (219,400)  －

計  1,692,719  200,672  176,564  2,069,956 (219,400)  1,850,555

営業損失  △173,724  △45,921  △14,150  △233,795  62   △233,733

  欧州 北米 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  46,539  34,158  285,660  366,357

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,850,555

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 2.5  1.9  15.4  19.8
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  〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

 当社は、取扱製品別に営業部門を置き、各部門は、取り扱う製品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展

開しております。 

 したがって、当社は取扱製品別の営業部門を基礎として、「マシンビジョンシステム・工業用事業」、「コスメ

機器事業」、「オプトコム事業」、「機能性材料事業」、「海外事業」および「その他の事業」の６つを報告セグ

メントとしております。 

 「マシンビジョンシステム・工業用事業」は、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

向けを中心に、レンズ、光源装置、光ファイバライトガイド、ＬＥＤ照明装置等を組み合せ、画像処理用光学系機

器として販売しております。また、当社の保有する光学技術を活用し、工業製品分野向けのＣＣＤ顕微鏡等をエレ

クトロニクスメーカーの検査部門などを中心に製造販売しております。 

 「コスメ機器事業」は、化粧品業界向けにコスメティック用肌カウンセリングシステムを製造販売しておりま

す。 

 「オプトコム事業」は、光部品・光モジュールなどを、通信業界へ製造販売しております。 

 「機能性材料事業」は、当企業集団が国内販売権を持つ各種ポリイミドチューブや各種シール材、粒子などの材

料ならびに商品を輸入し、販売しております。 

 「海外事業」は、主に当社連結子会社による当社製品の製造・販売活動であります。 

 「その他の事業」は、主にショットグループ製品の販売を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）   

  （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、光学機材等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額42,081千円には、セグメント間取引消去△7,753千円、各報告セグメントに配分し

ていない原価差額および全社費用等49,834千円が含まれております。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。    

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損益又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

報告セグメント

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

マシン 
ビジョン 
システム・

工業用事業

コスメ機器

事業 
オプトコム

事業 
機能性

材料事業 
海外事業

その他

（注）１

売上高                   

外部顧客への売上高  2,159,202  217,313  122,707  306,927  350,038  52,558  3,208,747 －  3,208,747

セグメント間の内部

売上高又は振替高  79,119  18,798  183  －  409,049  －  507,149  △507,149  －

計  2,238,321  236,111  122,890  306,927  759,087 52,558  3,715,897  △507,149  3,208,747

セグメント利益  296,493  △11,799  △8,508  33,170  △128,682 △76,421  104,251  42,081  146,333
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（報告セグメント区分の方法の変更）  

 当第１四半期連結会計期間より、セグメント情報を開示する方法として、当企業集団のセグメント構成を変更し

たことに伴い、前第１四半期連結会計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結会計期間において用いた方法に

より区分すると次のようになります。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

                                       （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、光学機材等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額117,310千円には、セグメント間取引消去6,712千円、各報告セグメントに配分して

いない原価差額および全社費用等110,597千円が含まれております。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損益又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

                                                      

 該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

マシン 
ビジョン 
システム・ 
工業用事業 

コスメ機

器事業 
オプトコ

ム事業 
機能性

材料事業 
バイオ関

連事業 
海外事業

その他

（注）１ 

売上高                     

外部顧客への

売上高 
 792,701  284,450  147,117 224,857 197,155 204,144 127  1,850,555 － 1,850,555

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 25,956  13,850  5,671 － 829 172,240 －  218,549  △218,549 －

計  818,658  298,301  152,789 224,857 197,985 376,385 127  2,069,104  △218,549 1,850,555

セグメント利益  △285,348  51,697  △30,520 25,769 △42,100 △60,071 △10,471  △351,044  117,310 △233,733

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

- 13 -


	㈱モリテックス（7714）平成22年９月期　第１四半期決算短信: ㈱モリテックス（7714）平成22年９月期　第１四半期決算短信


