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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年9月20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 ％

23年3月期第2四半期 2,824 40.8 6 ― 40 ― 133 ―

22年3月期第2四半期 2,006 ― △443 ― △426 ― △459 ―

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

23年3月期第2四半期 7.00 ―

22年3月期第2四半期 △24.10 ―

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

23年3月期第2四半期 7,791 5,576 71.6 292.34
22年3月期 7,755 5,437 70.1 285.05

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,576百万円 22年3月期  5,437百万円

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  
 

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
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 5,400 22.5 80 ― 90 ― 80 ― 4.19



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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きの対象外であり、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せん。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
 は、四半期決算短信［添付資料］P.3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 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） 23年3月期2Q  19,730,959株 22年3月期  19,730,959株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  656,623株 22年3月期  654,549株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  19,075,162株 22年3月期2Q  19,079,936株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心とした新興国の景気上昇によ

る生産および輸出の増加、企業コスト削減や在庫調整の効果により景気は回復の兆しがみられ

るものの、世界的な金融不安の影響により依然経済が低迷しているなか、円高・株安、デフレ

経済が進行し、先行き不透明な状況が続いております。 

このような厳しい経営環境のなかで、2010 年度の業績回復に向けて新規事業のガルバノスキ

ャナシステムやフォトキオスク端末の新市場開拓を強化するとともに、オプトメカトロニクス

事業分野でのグループ企業との連携を強化して、事業領域の拡大を図ってきました。また、液

晶パネル用レーザマーキング市場の開拓・深耕を図ったことや㈱安川電機向けのサーボモータ

組み込み用のエンコーダ（位置検出器）の需要が回復したことで、売上高は 28 億 24 百万円（前

年同期比 40.8%増）となりました。 

 損益面では、売上の回復のほか組織および人員のスリム化による固定費の圧縮やコストダウ

ン・経費削減が寄与したことで営業利益、経常利益ともそれぞれ 6百万円、40 百万円の黒字に

転換し、子会社所有の遊休資産の売却益や当社所有の関連会社株式売却益といった特別利益も

加わり、四半期純利益も 1億 33 百万円の黒字に転換しました。 

 

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においてリモート溶接スキャナヘッドをはじめとす

るレーザ加工等の応用分野への事業展開を進めるとともに、グループ企業の㈱ワイディー・メ

カトロソリューションズ、レイリサーチ㈱と連携体制を強化して、ロボット応用システムをは

じめとしたメカトロニクス分野での事業規模の拡大に取り組みました。また、中国・台湾市場

で液晶業界の設備投資が復調してきたことに対応して液晶パネル用レーザマーキング市場の開

拓・深耕を図ったほか、サーボモータ組み込み用のエンコーダの需要も回復してきた結果、当

部門の売上高は 15 億 49 百万円（前年同期比 123.7％増）となりました。 

［情報セキュリティ事業］ 

  データ復旧サービスの市場規模に大きな変化がないなか、広告媒体を多様化するなどマーケ

ティング活動を強化するとともに、仮想化技術をはじめとする新たなソフトウェア技術への対

応も進め、メール監視ソフトウェア PowerControls を企業の内部統制向けに拡販した結果、当

部門の売上高は 2億 17 百万円（前年同期比 1.4％増）となりました。 

［情報マルチメディア事業］ 

新規事業としてクラウドコンピューティングをベースにしたデータ通信サービスを開始した

ほか、フォトキオスク端末の国内市場向け売上や終息方向にある FDD も最終需要が順調に推

移しましたが、EDS サービス（電子機器開発設計受託サービス）が減少したこともあり、当部

門の売上高は 10 億 57 百万円（前年同期比 3.8％減）となりました。 
なお、FDD は当第２四半期連結累計期間をもって最終受注の確定および中国での生産活

動を終了しております。 
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※ 事業別の売上状況は、つぎのとおりです。                        （単位：百万円）        

 
事   業 

当第２四半期 

連結累計期間 

  事業別売上高 

増減額 
（前年同期比） 

増減率 
（前年同期比） 

オプトメカトロニクス     1,549   856 123.7% 
情報セキュリティ       217    2 1.4 
情報マルチメディア         1,057    △41 △3.8 
合   計 2,824     818 40.8 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

(当第 2四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況) 

 資産の部では、現金及び預金の増加、製品の増加などにより、資産の合計は前連結会計年

度末比 36 百万円増の 77 億 91 百万円となりました。 

   負債の部では、支払手形及び買掛金の減少、製品保証引当金の減少などにより、負債合計

は前連結会計年度末比 1億 1百万円減の 22 億 15 百万円となりました。 

 純資産の部では、利益剰余金の増加などにより、純資産合計は前連結会計年度末比 1億 38

百万円増の 55 億 76 百万円となりました。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績につきましては、年度後半の景気動向に不確実な要素が多いため平成 22 年４月

19 日に発表いたしました業績予想を変更しておりません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

   該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

(ｲ) 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きましては、連結会計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。 
(ﾛ) 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、

かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度にお

いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

    なお、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

(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、
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前連結会計年度より装置の納入と据付工事が一体となっている取引について据付完了基準に

変更しております。 

このため、前第２四半期連結会計期間と当第２四半期連結会計期間でレーザマーキング装

置の売上計上基準の会計処理が異なっております。 

なお、前第２四半期連結会計期間は、変更後の方法によった場合における影響額はなく、 

前第２四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、売上高は94百万円減

少し、営業損失及び経常損失はそれぞれ43百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は8百万

円減少しております。 

 

(工事契約に関する会計基準等の適用) 

請負契約に係る収益認識基準については、従来、据付完了基準又は出荷基準を適用してお

りましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を当第１四半期連結会計期間から適用し、当第１四半期連結会計期間以降に製造着手す

る請負契約を対象として、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる場合には、工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その

他の場合には工事完成基準を適用しております。 

また、同会計基準及び同適用指針の定めに従い、請負契約について、工事原価総額等が工

事収益総額を超過すると見込まれる金額を工事損失引当金として計上することとしておりま

す。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

なお、損失の発生が見込まれる同請負契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は相殺して

表示しております。 

 

 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円未満切捨て）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,052 1,871 

預け金 808 814 

受取手形及び売掛金 2,404 2,437 

製品 459 315 

仕掛品 242 401 

原材料及び貯蔵品 114 101 

繰延税金資産 0 0 

その他 64 90 

貸倒引当金 △3 △5 

流動資産合計 6,142 6,026 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 308 326 

土地 326 381 

建設仮勘定 75 93 

その他（純額） 64 58 

有形固定資産合計 775 859 

無形固定資産   

その他 27 35 

無形固定資産合計 27 35 

投資その他の資産   

投資有価証券 556 543 

その他 316 316 

貸倒引当金 △27 △27 

投資その他の資産合計 845 833 

固定資産合計 1,648 1,728 

資産合計 7,791 7,755 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 720 728 

未払法人税等 10 11 

製品保証引当金 10 71 

その他 312 351 

流動負債合計 1,053 1,163 

固定負債   

退職給付引当金 1,112 1,103 

その他 50 50 

固定負債合計 1,162 1,153 

負債合計 2,215 2,317 

㈱ワイ・イー・データ(6950)平成23年3月期　第2四半期決算短信

5



（単位：百万円未満切捨て）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月20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 346 213 

自己株式 △166 △166 

株主資本合計 5,711 5,577 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △120 △127 

為替換算調整勘定 △14 △12 

評価・換算差額等合計 △135 △140 

純資産合計 5,576 5,437 

負債純資産合計 7,791 7,755 

㈱ワイ・イー・データ(6950)平成23年3月期　第2四半期決算短信

6



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円未満切捨て）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 

 至 平成22年９月20日) 

売上高 2,006 2,824 

売上原価 1,930 2,392 

売上総利益 76 431 

販売費及び一般管理費 519 424 

営業利益又は営業損失（△） △443 6 

営業外収益   

受取利息 2 1 

受取配当金 0 2 

雇用調整助成金 13 14 

特許権収入 － 4 

為替差益 － 14 

その他 2 2 

営業外収益合計 19 38 

営業外費用   

為替差損 3 － 

持分法による投資損失 － 4 

その他 0 0 

営業外費用合計 3 4 

経常利益又は経常損失（△） △426 40 

特別利益   

固定資産売却益 16 26 

貸倒引当金戻入額 3 2 

製品保証引当金戻入額 27 51 

投資有価証券売却益 － 15 

その他 7 － 

特別利益合計 54 95 

特別損失   

たな卸資産評価損 61 － 

固定資産処分損 0 － 

固定資産売却損 0 － 

その他 1 － 

特別損失合計 63 － 

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（△）

△435 136 

法人税、住民税及び事業税 24 3 

法人税等合計 24 3 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △459 133 
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(3)継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 
 

(4)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、

当第 2 四半期連結累計期間においては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 

当第 2 四半期連結累計期間において、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 
 当第 2 四半期連結累計期間（自平成 22 年 3 月 21 日 至平成 22 年 9 月 20 日） 

   （単位:百万円） 

 アジア 北 米 欧 州 計 

Ⅰ 海外売上高 178 24 7 211 

Ⅱ 連結売上高 - - - 2,824 

Ⅲ 連結売上高に占め

る海外売上高の割合 6.3% 0.9% 0.3% 7.5% 

(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、インドネシア 
   北米 ……米国 
   欧州 ……ドイツ 

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)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   該当事項はありません。 
 
(6)重要な後発事象 
   該当事項はありません。 
 
 




