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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23年2月28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5月期第3四半期 437 52.4 △85 ― △94 ― △73 ―

22年5月期第3四半期 286 △56.4 △344 ― △371 ― △390 ―

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5月期第3四半期 △1,217.16 ―

22年5月期第3四半期 △6,491.15 ―

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5月期第3四半期 1,102 269 24.1 4,370.26
22年5月期 1,333 324 24.1 5,349.38

（参考） 自己資本   23年5月期第3四半期  266百万円 22年5月期  321百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年5月期 ― 0.00 ―

23年5月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31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  有  
 

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 620 23.2 △90 ― △90 ― △70 ― △1,148.95



(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き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 
上記の予想は、本資料発表日現在において予想できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざまな要因により予想なる結
果となる可能性があります。業績予想に関する事項は【添付資料】３ページ「１．(３)連結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】３ページ「２．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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期3Q 64,681株 22年5月期  63,881株

② 期末自己株式数 23年5月期3Q  3,756株 22年5月期  3,756株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期3Q 60,755株 22年5月期3Q 60,092株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の経済政策等を背景に企業収益の改

善が続き、景気も足踏み状態を脱しつつあるなど、持ち直しに向けた動きが見られました。しかしながら、悪化

の懸念が残る雇用情勢やデフレの影響、また、海外景気や為替レート・株価の変動・資源価格の上昇など景気を

下押しするリスクも依然残されております。 

 当社グループの主要取引先である半導体メーカーにおいても、デジタル家電やパソコン市場の軟調の影響によ

り、一部の顧客で設備投資の先送りや発注の抑制などの動きが見られました。このような状況の中、当社グルー

プは、 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ需要の取り込みを図る活動を継続いたしました。 

 当社グループの主力製品であるＣＣＤ及びＣ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置につきましては、設備投

資に持ち直しの動きが見られる中で、回復基調で推移いたしました。前連結会計年度において提携先を確保し取

り扱い製品の範囲を拡げた太陽光発電関連製品につきましては、販売チャネルの拡大による売上高貢献の実現に

努めました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は437百万円（前年同四半期の売上高286百万円に比し、

52.4％の増加）、営業損失は85百万円（前年同四半期の営業損失344百万円に対し、258百万円の損失減少）、支

払利息及び為替差損等を加減した経常損失は94百万円（前年四半期の経常損失371百万円に対し、277百万円の損

失減少）、四半期純損失は73百万円（前年同四半期の四半期純損失390百万円に対し、316百万円の損失減少）と

なりました。 

  

 なお、当第３四半期連結累計期間における四半期毎の業績推移は以下のとおりです。 

                                               (単位：百万円) 

  

セグメント別の概況は、以下のとおりであります。 

（光源装置） 

 世界的な半導体メーカーにおけるＣ－ＭＯＳイメージャの生産量拡大の流れを受け、当社グループの主力製品

であるＣＣＤ及びＣ－ＭＯＳイメージャ向け検査用光源装置の売上高につきましては、回復基調で推移しており

ます。 

 当第３四半期連結累計期間における当セグメントの外部顧客への売上高は364百万円、営業利益は150百万円と

なりました。 

（太陽光発電関連製品） 

 前連結会計年度において提携先を確保し取り扱い製品の範囲を拡げた太陽光発電関連製品につきましては、連

結子会社である株式会社ＢＩＪを中心に、販売チャネルの拡大による売上高貢献の実現に努めました。前連結会

計年度末において８社であった国内代理店は、平成22年12月に、九州電力グループにおける有力な送配電設備メ

ーカーであり、九州一円で一般家庭向けに約20万戸のオール電化製品の導入実績を有する株式会社キューヘンと

の間で販売代理店契約を締結し、当第３四半期連結会計期間末においては18社まで拡大いたしました。連結子会

社である西安朝陽光伏科技有限公司は、韓国の有力な半導体製造装置関連企業であるＷＯＯＩＬ社が設置するデ

モラインに太陽電池用シミュレーターを販売いたしました。当社では、フィジー諸島共和国をはじめとする大洋

州諸島地域でのクリーンエネルギー事業への展開協力を推進いたしました。 

 当第３四半期連結累計期間における当セグメントの外部顧客への売上高は68百万円、営業損失は26百万円とな

りました。 

（その他） 

 当第３四半期連結累計期間における画像検査装置及びセキュリティ関連製品の外部顧客への売上高は４百万

円、営業利益は１百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

第19期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第３四半期 

（平成23年5月期） 連結会計期間 連結会計期間 連結会計期間 連結累計期間 

 売上高  173  91  171  437

 営業利益  △32  △44  △8  △85

 経常利益  △39  △48  △5  △94

 四半期純利益  △21  △48  △3  △73
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ230百万円減少し、1,102百万円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ205百万円減少し、588百万円となりました。これは主に現金及び預金の

減少等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ25百万円減少し、513百万円となりまし

た。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ175百万円減少し、833百万円となりました。

これは、１年以内返済予定の長期借入金及び社債の減少等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ55百万円減少し、269百万円となりまし

た。これは主に四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ124百万円減少

し、125百万円となりました。 

  当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、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)  

  当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは36百万円の支出（前年同四半期は

148百万円の支出）となりました。これは、売上債権の減少60百万円、たな卸資産の減少22百万円があったもの

の、税金等調整前四半期純損失72百万円、仕入債務の減少50百万円があったこと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)  

  当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは16百万円の収入（前年同四半期は

177百万円の収入）となりました。これは、定期預金の払戻による収入10百万円、投資有価証券の売却等による

収入６百万円があったこと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)   

当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは97百万円の支出（前年同四半期は

626百万円の支出）となりました。これは、短期借入れ及び長期借入れによる収入120百万円があったものの、長

期借入金の返済及び社債の償還による支出234百万円があったこと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 

 近の業績動向等を踏まえ、平成23年１月７日に公表した通期連結業績予想を修正しております。詳細は、本

日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、平成23年３月11日に発生いたしました「東日本大震災」による業績への影響につきましては、開示すべ

き事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします 

（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 

（簡便な会計処理） 

 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固定資産については、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。  

（特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

    （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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。これによる損益への影響額はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、また、

営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度まで２期連続してマイナスとなっております。当連結会計年

度の業績は、前年同期に比して大幅に改善されてきておりますが、当第３四半期連結累計期間においても、営業損

失85百万円、経常損失94百万円及び四半期純損失73百万円を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローは36百万

円のマイナスとなっております。これにより、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる

ような事象または状況が存在しております。 

 この状況を解消するため、当社グループは、以下の施策を継続して実施いたしております。 

 (1) 緩やかな回復傾向にある光源装置への需要を確実に取り込むとともに、提携先を確保し取り扱い製品の範囲

を拡げた太陽光発電関連製品については、販売チャネルの拡大による売上高貢献の実現に努めております。 

 (2) 前々連結会計年度において、大幅な固定費削減を実施し、需要回復期においては高収益の獲得が可能な組  

織体制を構築してまいりましたが、当連結会計年度においても 小限の組織体制とコスト構造を維持しつつ、

需要の取り込みを図る活動を継続してまいります。 

 (3) 財務基盤の強化と健全化のため、平成21年10月21日の取締役会決議に基づき第三者割当による新株予約権  

を発行し、その一部行使により当第３四半期連結会計期間末までに株主資本が20百万円増加いたしましたが、

引き続き間接金融、直接金融の両面から 適な資金調達の実現に努めてまいります。 

 (4) 取引先金融機関に対しては、今後の事業展開の理解を得るとともに、利益計画等の内容の進捗状況を説明

し、全取引銀行との間で借入金の返済期限を延長する条件変更契約若しくは借換えの手続きが完了いたしまし

た。 

 上記の施策を実行していくことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。 

 従いまして、当社グループは継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 235,775 370,275

受取手形及び売掛金 149,642 180,355

商品及び製品 67,446 66,314

仕掛品 75,017 106,413

原材料及び貯蔵品 55,618 67,797

その他 53,114 50,492

貸倒引当金 △47,835 △47,293

流動資産合計 588,778 794,354

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 244,116 254,305

土地 127,579 127,579

その他（純額） 17,623 22,963

有形固定資産合計 389,319 404,848

無形固定資産   

その他 4,862 7,510

無形固定資産合計 4,862 7,510

投資その他の資産   

投資有価証券 212,256 219,130

その他 139,679 169,080

貸倒引当金 △232,255 △261,676

投資その他の資産合計 119,679 126,534

固定資産合計 513,861 538,893

資産合計 1,102,639 1,333,247

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,368 72,820

短期借入金 40,000 －

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 185,582 258,304

未払法人税等 2,313 3,480

賞与引当金 8,196 －

製品保証引当金 2,829 9,744

その他 41,890 65,748

流動負債合計 383,180 490,097

固定負債   

社債 10,000 90,000

長期借入金 412,264 414,442

退職給付引当金 7,402 6,707

その他 20,530 7,272

固定負債合計 450,196 518,421

負債合計 833,377 1,008,519
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 110,141 100,482

資本剰余金 1,677,292 1,667,634

利益剰余金 △1,067,636 △993,687

自己株式 △448,798 △448,798

株主資本合計 270,998 325,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,431

為替換算調整勘定 △4,740 △2,568

評価・換算差額等合計 △4,740 △3,999

新株予約権 3,004 3,097

純資産合計 269,262 324,728

負債純資産合計 1,102,639 1,333,247
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 286,986 437,278

売上原価 294,967 228,497

売上総利益又は売上総損失（△） △7,980 208,780

販売費及び一般管理費 336,221 294,434

営業損失（△） △344,202 △85,653

営業外収益   

受取利息 2,730 1,750

受取配当金 122 0

貸与資産賃貸料 694 11,787

雇用調整助成金 8,208 836

その他 1,852 4,559

営業外収益合計 13,607 18,934

営業外費用   

支払利息 16,053 11,874

為替差損 5,228 3,771

新株予約権発行諸費用 13,128 1,533

その他 6,519 10,103

営業外費用合計 40,930 27,283

経常損失（△） △371,525 △94,001

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 15,078

製品保証引当金戻入額 5,182 8,859

投資有価証券売却益 159 －

その他 － 18

特別利益合計 5,342 23,956

特別損失   

固定資産除却損 21,793 631

投資有価証券売却損 469 1,623

特別損失合計 22,263 2,255

税金等調整前四半期純損失（△） △388,446 △72,300

法人税、住民税及び事業税 1,619 1,648

法人税等合計 1,619 1,648

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △73,948

四半期純損失（△） △390,066 △73,948
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 89,248 171,633

売上原価 67,810 68,327

売上総利益 21,438 103,305

販売費及び一般管理費 108,379 111,929

営業損失（△） △86,940 △8,624

営業外収益   

受取利息 2,127 527

為替差益 2,631 647

貸与資産賃貸料 255 9,255

雇用調整助成金 1,152 439

その他 544 288

営業外収益合計 6,711 11,158

営業外費用   

支払利息 4,697 3,760

新株予約権発行諸費用 6,955 －

その他 2,353 4,388

営業外費用合計 14,005 8,149

経常損失（△） △94,234 △5,614

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,703

製品保証引当金戻入額 2,399 1,320

その他 141 －

特別利益合計 2,541 5,023

特別損失   

固定資産除却損 518 631

投資有価証券売却損 － 1,623

特別損失合計 518 2,255

税金等調整前四半期純損失（△） △92,211 △2,845

法人税、住民税及び事業税 557 554

法人税等合計 557 554

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △3,400

四半期純損失（△） △92,769 △3,400
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28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損失（△） △388,446 △72,300

減価償却費 46,165 17,687

貸倒引当金の増減額（△は減少） △198 △28,879

製品保証引当金の増減額（△は減少） 3,623 △6,915

退職給付引当金の増減額（△は減少） 517 695

受取利息及び受取配当金 △2,852 △1,751

支払利息及び保証料 17,449 13,002

為替差損益（△は益） 5,448 4,295

有形固定資産除却損 21,793 631

たな卸資産評価損 138,141 19,678

売上債権の増減額（△は増加） 29,950 60,133

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,894 22,764

仕入債務の増減額（△は減少） 10,811 △50,451

その他 15,860 1,337

小計 △137,631 △20,071

利息及び配当金の受取額 12,362 195

利息及び保証料の支払額 △20,850 △15,048

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,560 △1,927

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,679 △36,851

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 △110,270 △125

定期預金の払戻による収入 348,833 10,104

有形固定資産の取得による支出 △879 △565

無形固定資産の取得による支出 △337 －

投資有価証券の取得による支出 △1,120 －

投資有価証券の売却等による収入 13,173 6,682

敷金の回収による収入 4,536 －

貸付けによる支出 △100,000 －

その他 23,882 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 177,816 16,097

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 40,000

長期借入れによる収入 150,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △385,623 △154,900

社債の償還による支出 △380,000 △80,000

新株予約権の発行による収入 － 17,690

配当金の支払額 △716 △249

その他 △10,512 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △626,852 △97,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,937 △6,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △605,652 △124,520

現金及び現金同等物の期首残高 871,004 250,187

現金及び現金同等物の四半期末残高 265,351 125,666
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日）及び前第３四半期連結累計期 

         間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

      電子部品検査装置事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の

     合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、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。 

       

【所在地別セグメント情報】 

           前第３四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日 ）及び前第３四半期連結累計期 

         間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日 ） 

           本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報 

        の記載を省略しております。 

   

     【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

      前第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア・・・・・台湾、韓国、シンガポール、中国 

(2) 北米・・・・・・アメリカ 

(3) 欧州・・・・・・フランス 

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。 

   【セグメント情報】 

    １．報告セグメントの概要  

    当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会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。 

        当社の事業は、撮像半導体（ＣＣＤ、Ｃ－ＭＯＳイメージャ）の製造工程における検査用光源装置等の開

      発・製造・販売を行う「光源装置」、ソーラーシミュレーター、セルテスター、太陽光発電モジュール等の

      開発・仕入・販売を行う「太陽光発電関連製品」及びテスターに付加されるＩＰモジュール等イメージプロ

      セッシング（ＩＰ）関連装置の開発・製造・販売を行う「画像検査装置」に区分されます。 

        また、連結子会社の事業は、「太陽光発電関連製品」とヘテロコア光ファイバーセンサーなどセキュリテ

      ィや環境モニタリングに関連する製品等の開発・製造・販売を行う「セキュリティ関連製品」とに区分され

      ます。 

        従って、当社グループは、経営組織の形態と製商品及びサービスの特性に基づいて「光源装置」及び「太

        陽光発電関連製品」を報告セグメントとしております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,975           ―  7,677  12,652

Ⅱ 連結売上高（千円）     ―  ―     ―  89,248

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
5.6 ―  8.6  14.2

  アジア 北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  19,373  86  37,638  57,099

Ⅱ 連結売上高（千円）     ―     ―     ―  286,986

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.8  0.0  13.1  19.9
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      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３四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23年２月28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る「画像検査装置」及び「セキュリ

       ティ関連製品」であります。 

  

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連結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）  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日） 

  

                         （単位：千円） 

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
光源装置

太陽光発電
関連製品 

計

売上高           

外部顧客への売上高 364,980 68,091 433,072 4,206 437,278 

セグメント間の内部売上高又は振替
高 

－ 55,296 55,296 － 55,296

計 364,980 123,387 488,368 4,206 492,574 

セグメント利益又は損失（△） 150,762  △26,445 124,316 1,488 125,805 

                           （単位：千円） 

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
光源装置

太陽光発電
関連製品 

計

売上高           

外部顧客への売上高 145,042 24,823 169,865 1,768 171,633

セグメント間の内部売上高又は振替
高 

－ 39,550 39,550 － 39,550

計 145,042 64,373 209,415 1,768 211,183 

セグメント利益又は損失（△）  66,233  △8,205  58,028 530 58,558 

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計 124,316 

「その他」の区分の利益 1,488

セグメント間取引消去  964

全社費用（注）  △192,744

たな卸資産の調整額  △19,678

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △85,653
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当第３四半期連結会計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23年２月28日） 

                                                        （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の本社管理部門に係る費用であります。 

  

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）  

   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。 

  

    当社は、平成22年７月29日付けの第５回新株予約権の一部行使（40個）により、第１四半期連結会計期間 

   において資本金が 千円、資本準備金が 千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が 

   千円、資本剰余金が 千円となっております。 

  

  

利益 金額   

報告セグメント計 58,028

「その他」の区分の利益 530

セグメント間取引消去  △631

全社費用（注）  △66,550

たな卸資産の調整額 - 

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △8,624

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

9,658 9,658

110,141 1,677,292
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