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1.  平成23年6月期第1四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年9月30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 ％

23年6月期第1四半期 231 66.8 △13 ― △12 ― △12 ―
22年6月期第1四半期 138 △39.1 △83 ― △111 ― △111 ―

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6月期第1四半期 △265.25 ―
22年6月期第1四半期 △2,447.50 ―

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6月期第1四半期 1,467 362 24.6 7,607.99
22年6月期 1,347 375 27.7 7,883.60

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  360百万円 22年6月期  373百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％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）

（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

第2四半期 
(累計)

933 48.9 53 217.8 37 ― 37 ― 781.39

通期 2,172 46.3 171 38.5 142 267.9 112 38.2 2,365.33



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期1Q 47,390株 22年6月期  47,390株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  ―株 22年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 47,390株 22年6月期1Q 45,483株

※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
づく四半期財務諸ひょのレビューは終了していません。 

※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）３ページ「業績予想に関する定型的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間における世界経済は、引き続き回復傾向にあるものの、米国は住宅市場が低迷

するなど減速感が一段と強まり、また、欧州は金融・財政、中国は金融引締めによる経済減速が懸念さ

れています。このような中で、各国は輸出産業を守るため自国通貨の切り下げへの動きを強めるなど、

先行き不透明な状況にあります。わが国経済においては、新興国の経済成長に支えられた輸出拡大や政

府の景気対策などにより、企業収益に回復の兆しが見られるものの、エコカー補助金制度の終了に伴う

自動車販売の減少懸念や、中国との関係悪化による経済への影響、欧米の景気回復鈍化、円高の進行な

ど、依然として先行き不透明な状況にあります。  

 当社の主要事業が属するＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）業界においては、スマートフォンや

電子ブック、液晶テレビなどの好調な販売を背景として、特に中国や台湾のＦＰＤ製造メーカーが積極

的に設備投資を進めています。  

 このような事業環境の中、ＦＰＤ機器事業においては、スリットコーターの納品が遅れたことにより

一部売上が第２四半期会計期間にずれ込んだものの、液晶製造装置の国内販売が堅調に推移したことに

より、売上高は154,482千円、営業利益は19,400千円となりました。 

 スイッチ機器事業のうち医療機器部門では、主力顧客へのフット・スイッチの販売は堅調に推移して

おり、産業機器部門においては、ばらつきがあるものの全般的に需要が回復しつつあり、売上高は

47,285千円、営業利益は2,711千円となりました。 

 計測機器事業においては、販促効果が徐々に効果を表し、船舶関連を中止として好調に推移したこと

により、売上高は16,082千円、営業利益は2,643千円となりました。 

 コンシューマ事業においては、期待された販促効果が発揮されておらず、売上高は5,619千円（前年

10月より）、営業損失は5,330千円となりました。 

 その他の事業はヒートシンクの販売を行っており、前年より需要が減少したことにより売上高は

8,025千円、営業利益は51千円となりました。 

 これらの結果、当第1四半期会計期間における売上高は231,495千円（前年同四半期比66.8％増）、営

業損失は13,494千円（前年同四半期は営業損失83,264千円）、経常損失は12,341千円（前年同四半期は

経常損失111,084千円）、四半期純損失は12,570千円（前年同四半期は四半期純損失111,319千円）とな

りました。  

  

（資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べ133,921千円増加し、1,313,156千円となりました。これは「商品及

び製品」の増加205,916千円、「仕掛品」の増加82,258千円及び「現金及び預金」の減少35,720千円、

「受取手形及び売掛金」の減少121,955千円が主な要因であります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ14,134千円減少し、154,047千円となりました。これは「機械及び

装置」の減少11,316千円が主な要因であります。 

（負債） 

 流動負債は、前事業年度に比べ111,237千円増加し、904,456千円となりました。これは「買掛金」の

増加102,892千円、「短期借入金」の増加52,155千円及び「デリバティブ債務」の減少34,157千円が主

な要因であります。 

 固定負債は前事業年度に比べ21,610千円増加し、200,174千円となりました。これは「長期借入金」

の増加20,952千円が主な要因であります。 

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ13,061千円減少し、362,572千円となりました。これは「利益剰

余金」の減少12,570千円が主な要因であります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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  
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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38,723千円減少し、

96,350千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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96,711千円の支出(前年同四半期は20,449千円の収入)となり

ました。これは主に税引前四半期純損失12,341千円、たな卸資産の増加288,741千円に対して、売上

債権の減少126,062千円、仕入債務の増加102,892千円によるものです。 

（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5,418千円の支出（前年同四半期は98,106千円の支出）とな

りました。これは主に定期預金の預入による支出3,502千円によるものです。 

（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76,017千円の収入（前年同四半期は32,969千円の収入）とな

りました。これは主に短期借入金の純増加額52,155千円、長期借入れによる収入50,000千円に対し、

長期借入金の返済による支出26,138千円によるものです。 

  

平成22年８月13日発表の業績予想から変更はございません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①棚卸資産の評価方法 

 当第１四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、前事業年度末の実地  

 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。 

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や税額控除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。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間から平成20年３月31日公表の「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 企業会計基準適用指針第12号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 103,952 139,673

受取手形及び売掛金 717,886 843,948

商品及び製品 324,222 118,306

仕掛品 85,034 2,776

原材料及び貯蔵品 8,871 8,304

その他 73,263 66,296

貸倒引当金 △73 △71

流動資産合計 1,313,156 1,179,235

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置 220,375 220,375

減価償却累計額 △141,102 △129,786

機械及び装置（純額） 79,272 90,589

その他 8,053 7,053

減価償却累計額 △6,108 △5,876

その他（純額） 1,944 1,176

有形固定資産合計 81,217 91,766

無形固定資産 3,922 4,151

投資その他の資産 68,907 72,264

固定資産合計 154,047 168,182

資産合計 1,467,204 1,347,417

負債の部   

流動負債   

買掛金 149,607 46,715

短期借入金 553,980 501,825

1年内返済予定の長期借入金 102,552 99,642

未払法人税等 610 1,199

その他 97,707 143,837

流動負債合計 904,456 793,219

固定負債   

長期借入金 194,080 173,128

退職給付引当金 6,094 5,436

固定負債合計 200,174 178,564

負債合計 1,104,631 971,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 180,612 180,612

資本剰余金 223,314 223,314

利益剰余金 △31,641 △19,071

株主資本合計 372,285 384,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,677 962

繰延ヘッジ損益 △8,065 △12,214

評価・換算差額等合計 △11,743 △11,252

新株予約権 2,030 2,030

純資産合計 362,572 375,633

負債純資産合計 1,467,204 1,347,417
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 138,757 231,495

売上原価 102,652 148,914

売上総利益 36,104 82,581

繰延延払利益控除 21,440 －

差引売上総利益 14,664 82,581

販売費及び一般管理費 97,929 96,076

営業損失（△） △83,264 △13,494

営業外収益   

受取利息 46 12

受取配当金 112 119

デリバティブ評価益 － 26,732

仕入割引 460 243

その他 134 22

営業外収益合計 753 27,130

営業外費用   

支払利息 3,630 4,954

デリバティブ評価損 15,364 －

為替差損 6,785 21,022

その他 2,793 －

営業外費用合計 28,573 25,977

経常損失（△） △111,084 △12,341

税引前四半期純利益 △111,084 △12,341

法人税、住民税及び事業税 234 228

法人税等合計 234 228

四半期純損失（△） △111,319 △12,570
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △111,084 △12,341

減価償却費 19,019 11,777

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △830 658

受取利息及び受取配当金 △158 △131

支払利息 3,630 4,954

為替差損益（△は益） 6,551 12,611

デリバティブ評価損益（△は益） 15,364 △27,753

売上債権の増減額（△は増加） 107,977 126,062

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,033 △288,741

仕入債務の増減額（△は減少） △118,276 102,892

その他 50,372 △20,795

小計 24,600 △90,804

利息及び配当金の受取額 158 131

利息の支払額 △3,592 △5,306

法人税等の支払額 △717 △732

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,449 △96,711

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 △900 △3,502

有形固定資産の取得による支出 △78,780 △999

無形固定資産の取得による支出 △3,150 －

投資有価証券の取得による支出 △14,253 △36

保険積立金の積立による支出 △2,132 △879

保険積立金の解約による収入 1,109 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,106 △5,418

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） 18,499 52,155

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △14,628 △26,138

株式の発行による収入 29,400 －

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 32,969 76,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,551 △12,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,239 △38,723

現金及び現金同等物の期首残高 214,382 135,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 163,142 96,350
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該当事項はありません。 

  

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ありま

す。 

当社は、商製品の種類別に営業課を配置しており各課は取り扱う商製品について国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした商製品別セグメントから構成されており、「ＦＰＤ機器事業」、

「スイッチ機器事業」、「計測機器事業」及び「コンシューマ事業」の４つを報告セグメントとしており

ます。 

報告セグメント別の主要商製品は次のとおりであります。 

 「ＦＰＤ機器事業」  フラットパネルディスプレイ（液晶・タッチパネル・有機ＥＬ等）製造 

            装置及び検査装置の製造販売 

「スイッチ機器事業」 医療用フットスイッチ及び安全制御スイッチの輸入販売 

「計測機器事業」   塗膜測定機器の輸入販売 

「コンシューマ事業」 コンシューマ向け家電製品の製造販売 

  

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１四半期累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、パソコンの放熱板の販売事業を含ん

でおります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
ＦＰＤ機器

事業
スイッチ
機器事業

計測機器
事業

コンシュー
マ事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 154,482 47,285 16,082 5,619 223,470 8,025 231,495

計 154,482 47,285 16,082 5,619 223,470 8,025 231,495

セグメント利益 
   又は損失（△）

19,400 2,711 2,643 △5,330 19,425 51 19,477
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失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。 

  

該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 19,425

「その他」の区分の利益 51

全社費用(注) △32,972

四半期損益計算書の営業利益 △13,494

(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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