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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 5,529 25.4 33 ― 74 ― 25 ―
22年3月期 4,408 △36.2 △600 ― △561 ― △885 ―

（注）包括利益 23年3月期 ―百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 1.34 ― 0.5 1.0 0.6
22年3月期 △46.43 ― △15.0 △6.8 △13.6

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △41百万円 22年3月期  ―百万円

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 7,850 5,460 69.6 286.29
22年3月期 7,755 5,437 70.1 285.05

（参考） 自己資本   23年3月期  5,460百万円 22年3月期  5,437百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 461 73 △1 3,216
22年3月期 △372 △418 △38 2,685

2.  配当の状況 

（注）平成24年３月期の期末の配当につきましては未定です。 
   配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 19 74.7 0.4
24年3月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 
  平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では合理的な算定が困難であるため未定です。 
  業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 
  なお、詳細は３ページ[１ 経営成績(１)経営成績に関する分析<次期の見通し>］をご覧ください。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期 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 657,263 株 22年3月期 654,549 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 19,074,571 株 22年3月期 19,078,745 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 4,728 20.1 190 ― 222 ― 94 ―
22年3月期 3,936 △42.5 △376 ― △342 ― △693 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 4.98 ―
22年3月期 △36.35 ―

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 7,711 5,698 73.9 298.75
22年3月期 7,663 5,605 73.1 293.83

（参考） 自己資本 23年3月期  5,698百万円 22年3月期  5,605百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信開示時点において財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では合理的な算定が困難であるため未定です。 
  業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 
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１．経  営  成 績 

 
（１） 経営成績に関する分析 

＜当期の経営成績＞ 
 当連結会計年度におけるわが国経済は、期初より米国等への輸出に牽引されて緩やかな回

復の動きがありましたが、夏以降の急激な円高の進行により輸出が伸び悩み、加えて景気対

策の縮小による個人消費の反動減、雇用情勢悪化の長期化などで期末にかけて足踏み状態が

続きました。 

 このような厳しい経営環境のなかで、当社グループは 終需要を迎えているＦＤＤに代わ

るオプト＆メカトロソリューションのコア事業化のスパイラルアップを図るため、前連結会

計年度から当社グループに加わった㈱ワイディー・メカトロソリューションズ（メカソル）

やレイリサーチ㈱との生産・販売面での連携を強化したことで、レーザマーキング装置やメ

カソルの装置製品の売上が拡大したほか、全体の需要の伸びも寄与して、当連結会計年度の

売上高は 55 億 29 百万円（前期比 25.4％増）まで回復しました。 

   損益面では、売上が回復し、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損益、経常損益ともそれぞれ 33 百万円、74 百万円の黒字

に転換しました。当期純損益につきましては、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を計上する一方、投資有価証券評価損等の特別損失を計上

した結果、25 百万円の黒字となりました。 

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］ 

レーザマーキング装置では価格対応力・性能向上により中国・台湾市場への取組みを強化

し、ガルバノスキャナシステムもレーザ溶接用ヘッドをはじめとする各種用途への応用展開

をすすめたほか、光学ユニットやレーザコントローラなどの機種を拡充いたしました。 

また、メカソルに於いてはスマートフォン、タブレット型携帯端末などの用途向けに需要

が拡大している小型電子部品（ﾁｯﾌﾟｺﾝﾃﾞﾝｻ・ﾁｯﾌﾟｲﾝﾀﾞｸﾀ）やタッチパネル製造用として、電

極塗布装置やスプレー塗布装置の拡販が奏功したことに加え、㈱安川電機と連携してロボッ

ト応用システムへの取組みにも努めた結果、当部門の売上高は 33 億 6 百万円（前期比 97.5％

増）と倍増いたしました。 

なお、エンコーダにつきましては生産委託先との契約解消により当連結会計年度をもちま

して中国での生産活動を終了しております。 

［情報セキュリティ事業］ 

 データ復旧サービスは、景気低迷のなか種々のインターネットメディアを活用して顧客ニ

ーズを把握するなどＰＲ活動を強化することで大口案件を獲得できたほか、メール検索ソフ

トウェアの販売も順調にすすんだ結果、当部門の売上高は 4 億 55 百万円（前期比 3.2％増）

となりました。 
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［情報マルチメディア事業］ 

フォトキオスク端末の国内市場に於いて順調に設置台数が増加した一方で、ＦＤＤが 終

需要に入り当第２四半期累計期間をもって中国での生産活動を終了しているほか、今期後半

に投入したＵＨＳ－Ⅰ対応（ｳﾙﾄﾗﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ）カードリーダも期中の販収効果に結びつかず、

当部門の売上高は 17 億 67 百万円（前期比 22.9％減）となりました。 

  
※ 事業別の売上状況は、つぎのとおりです。                       （単位：百万円）   

 
事   業 

当連結会計年度 

  事業別売上高 
増減額 

（前連結会計 
年度比） 

増減率 
（前連結会計 
年度比） 

オプトメカトロニクス 3,306 1,632   97.5% 
情報セキュリティ       455    14    3.2 
情報マルチメディア         1,767  △ 525 △22.9 
合   計 5,529    1,120    25.4 

 

＜次期の見通し＞ 
 次期（平成 24 年３月期）の見通しにつきましては、現時点では東日本大震災の影響を見極

ている段階であり、開示可能となった時点で速やかに開示いたします。 
  

（２） 財政状態に関する分析 
  ＜当連結会計年度末の資産、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、受取手形及び売掛金の減少などにより、資産の合計 

は前連結会計年度末比 94 百万円増の 78 億 50 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増加、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72百万円増の23億89百万円となりました。 

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22百万

円増の54億60百万円となりました。 

 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比 5 億 31 百

万円増の 32 億 16 百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状

況は次のとおりです。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 33 百万円、売上債権の

減少及び仕入債務の増加による資金増加、製品保証引当金の減少などにより 4 億 61 百万円

の増加(前年同期比 8 億 34 百万円増加)となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による資金増加、投資有価証

券の取得による資金減少などにより 73 百万円の増加（前期比 4 億 92 百万円増加）となりま

した。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、1 百万円の減少とほぼ変動はありませんでした。 

（前期比 37 百万円増加） 
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 
 平成 20 年 

３月期 
平成 21 年

３月期 
平成 22 年 
３月期 

平成 23 年 
３月期 

自己資本比率(%)    70.7     73.5    70.1    69.6 
時価ベースの自己資本比率(%)    32.9     32.7    30.3    24.5 

・自己資本比率：自己資本／総資産 
  ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
  （注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務指標により算出しております。 
     ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出

しております。 
    ３．有利子負債は、ありません。 
 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
      株主の皆様への利益配分につきましては、業績、財務状況および将来の企業価値の向上に

向けた事業投資のための資金需要などを総合的に勘案したうえ、株主の皆様への利益還元を

図りたいと考えています。具体的には、連結配当性向を考慮しつつ、安定的な配当の維持に

努める一方、キャッシュ・フローの状況に応じて、自己株式の取得など機動的な株主還元策

を併せて講じることにより、総合的な株主還元を行っていきたいと考えております。 
   一方、現在の経済環境は非常に厳しく景気回復の時期も不透明な中、今後会社を存続させ、

引き続き競争力を維持し、中長期的に成長性を高めていくための積極投資を展開していくた

めには、内部資金の確保が経営上不可欠であります。 
当期の配当につきましては、本年４月８日に「業績予想および配当予想の修正に関するお

知らせ」として公表いたしましたとおり、期末配当を１株当たり１円とし、年間で１株当た

り１円を予定しております。 
また、次期の配当につきましては未定とさせていただき、配当予想額の開示が可能となっ

た時点で速やかに開示する予定としております。 
 

（４）事業等のリスク 
当社グループの業績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは、以下のよう

なものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成23年３月20日）時点において

当社グループが判断したものです。 
当社グループは、これらのリスクを認識したうえで、発生の回避および発生したときの

対応に万全を尽くす所存です。 
①経済動向 
当社グループ製品の売上高は、販売先の日本国内、海外では特にアジア（特に中国、台湾）、

の経済状況および主要需要先である電子部品製造関連業界・情報関連製品業界の需要動向の

影響を受け、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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②為替相場の変動 

当社グループは、米ドルの現地通貨建ての製品輸出を行っており、為替相場の変動は、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。想定以上の円高は製品の競争力を弱

め、当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 
③競争の激化 

当社グループの事業分野においては、それぞれの分野で強力な競合相手が存在します。特

に価格面での競争激化に直面し、将来においても優位に競争できるという保証はありません。

価格面での激しい競争は、当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性があり

ます。 

④品質問題の発生 

当社グループは、国内および海外の品質基準によって国内での製品の製造を行い、すべ

ての製品につき欠陥が発生しないように万全の品質保証体制を整えております。しかしなが

ら、すべての製品において、まったく欠陥がなく、製造物賠償責任が発生しないという保証

はありません。 

製造物製造責任保険に加入していますが、すべてをこの保険でカバーできずに当社グル

ープの業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 
⑤減損会計 
当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年８月９日)及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日))を適用しており

ます。大幅な業績の悪化及び不動産価格の下落等があった場合は、減損損失が発生し、業

績に影響を与える可能性があります。 
⑥「東日本大震災」による当社グループへの影響について 
 現時点で当社が把握している情報においては、当社グループ生産拠点において当社従

業員、建物および設備等への被害は受けておりません。 
 今後の生産および出荷については、部品の調達懸念・企業の設備投資意欲の減退など

から影響を受ける可能性があります。 
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            ２．経  営  方  針 

 
（１）経営の基本方針 

当社グループは、以下の経営理念を経営の基本方針としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）目標とする経営指標 
  当社グループは、自己資本を効率的に活用しつつ、株主価値の拡大を図るという視点に立ち、

売上高経常利益率、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標と位置づけ、高めるこ

とを目標としています。 
 
（３）中期的な経営戦略 
   2009 年度から新中期経営計画「チャレンジＹＤ」（2009～2011 年度）をスタートさせてお

り、オプト＆メカトロソリューションをコア事業とすべく舵をきっております。その基本方

針は、つぎのとおりです。 
１．事業構造の転換を進め、安定した収益性の確保を目指す。 
２．最初の２年間でオプト＆メカトロニクス分野の事業基盤を固め、中期経営計画最終年度

に新しい YED グループを確立させる。 
なお、具体的内容につきましては当社ホームページに掲示しております。 

 
（４）会社の対処すべき課題 
   今後の経営環境につきましては、引き続き雇用・所得環境の不安や個人消費の落込み、資

源価格の上昇などの厳しい経済環境に加え、本年３月に発生した東日本大震災の経済に与え

る影響が懸念され、景気の先行きに予断を許さない状況が続くものと思われます。 
    こうしたなかで、当社グループはオプト＆メカトロソリューション事業を軸に、安定した

黒字企業集団への転進を目指してつぎの施策を実施してまいります。 
１．徹底したコストダウンとＶＡ／ＶＥによる収益性の改善を図ります。 

①調達、設計、生産すべてにわたる徹底したコストダウンにより付加価値率を改善し、収

益性の確保を図ります。 
②効率・生産性を求めた経費の徹底的節減を行います。 

私たちワイ・イー・データは、「情報化社会に貢献する技術と信頼」をモットーに、最先

端技術の追求と高度な品質管理体制の確立を目指すとともに、株主重視の視点に立ち、企業

価値を継続的に高めます。 
この目標達成のためにつぎの３項目を掲げ、その実現に努力します。 

１．信頼のマルチメディア技術でＩＴ市場に貢献します。 
２．メカトロレーザ技術で産業に貢献します。 

３．高度なデータ復旧技術で顧客の信頼に応えます。 
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    ２．オプト＆メカトロソリューション事業のグループ一体運営を行っていきます。 
        ①生産機能のみでなく、生産・販売・技術全てに亘って一体運営を行い、中核事業として

の基盤固めを強化、推進します。 
        ②レイリサーチ㈱商品の拡販を含めてグループシナジーを探求してまいります。 
      ３．新事業を立上げ推進してまいります。 
      ①ネットワークビジネス・サービス事業を具体的に推進し拡大してまいります。 
      ②ガルバノスキャナシステム事業を効率性観点から規模の適正化を図ってまいります。 
      ③㈱安川電機と連携したロボット応用システムへの取組みなど新市場への取組みに努めて

まいります。 
      ④売上拡大のための新事業、Ｍ＆Ａを推進してまいります。 
       ４．装置製造企業のコアコンピタンス（核となる能力）としてのＱＣＤ（品質・コスト・納

期）を徹底追及してまいります。 
       ５．既存ビジネスについても継続して収益性の確保に努めてまいります。 

 
なお、当社グループも、東日本大震災による部品購入先の被災の影響がありますが、生産    

の維持・確保に経営資源を優先的・積極的に配分することにより、影響を最小限に止めるよう

活動を実施いたします。 
 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 
 該当事項はありません。 

 

 



３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,871 2,425 

預け金 814 790 

受取手形及び売掛金 2,437 2,264 

製品 315 462 

仕掛品 401 235 

原材料及び貯蔵品 101 113 

繰延税金資産 0 － 

その他 90 77 

貸倒引当金 △5 △2 

流動資産合計 6,026 6,367 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 326 296 

機械装置及び運搬具（純額） 13 19 

土地 381 326 

建設仮勘定 93 73 

その他（純額） 45 22 

有形固定資産合計 859 739 

無形固定資産   

その他 35 16 

無形固定資産合計 35 16 

投資その他の資産   

投資有価証券 543 437 

その他 316 315 

貸倒引当金 △27 △25 

投資その他の資産合計 833 726 

固定資産合計 1,728 1,482 

資産合計 7,755 7,850 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 728 905 

未払費用 305 240 

未払法人税等 11 15 

役員賞与引当金 － 1 

製品保証引当金 71 4 

その他 46 79 

流動負債合計 1,163 1,246 

固定負債   

長期未払金 50 24 

退職給付引当金 1,103 1,118 

固定負債合計 1,153 1,143 

負債合計 2,317 2,389 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成23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 213 238 

自己株式 △166 △166 

株主資本合計 5,577 5,603 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △127 △129 

為替換算調整勘定 △12 △13 

評価・換算差額等合計 △140 △142 

純資産合計 5,437 5,460 

負債純資産合計 7,755 7,850 
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 

 至 平成23年３月20日) 

売上高 4,408 5,529 

売上原価 4,031 4,664 

売上総利益 377 865 

販売費及び一般管理費 977 831 

営業利益又は営業損失（△） △600 33 

営業外収益   

受取利息 4 1 

受取配当金 1 3 

為替差益 2 7 

雇用調整助成金 31 24 

その他 3 8 

営業外収益合計 43 45 

営業外費用   

租税公課 4 － 

投資事業組合運用損 － 5 

その他 0 0 

営業外費用合計 4 5 

経常利益又は経常損失（△） △561 74 

特別利益   

固定資産売却益 16 26 

貸倒引当金戻入額 2 4 

製品保証引当金戻入額 29 56 

投資有価証券売却益 － 15 

その他 9 － 

特別利益合計 57 102 

特別損失   

たな卸資産評価損 61 － 

たな卸資産処分損 14 3 

固定資産処分損 24 1 

固定資産売却損 0 － 

減損損失 32 14 

投資有価証券評価損 2 78 

売上計上基準変更損 51 － 

海外連結子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩
額

25 － 

持分法による投資損失 － 41 

その他 77 3 

特別損失合計 291 143 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△794 33 

法人税、住民税及び事業税 18 8 

法人税等調整額 72 － 

法人税等合計 91 8 

当期純利益又は当期純損失（△） △885 25 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 

 至 平成23年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,008 5,008 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,008 5,008 

資本剰余金   

前期末残高 522 522 

当期変動額   

自己株式の処分 △0 － 

自己株式処分差損の振替 0 － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 522 522 

利益剰余金   

前期末残高 1,142 213 

当期変動額   

剰余金の配当 △38 － 

連結範囲の変動 △5 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △885 25 

自己株式処分差損の振替 △0 － 

当期変動額合計 △929 25 

当期末残高 213 238 

自己株式   

前期末残高 △165 △166 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 － 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △166 △166 

株主資本合計   

前期末残高 6,507 5,577 

当期変動額   

剰余金の配当 △38 － 

連結範囲の変動 △5 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △885 25 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 － 

自己株式処分差損の振替 － － 

当期変動額合計 △929 25 

当期末残高 5,577 5,603 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 

 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 

 至 平成23年３月20日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △91 △127 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36 △1 

当期変動額合計 △36 △1 

当期末残高 △127 △129 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △30 △12 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 △0 

当期変動額合計 18 △0 

当期末残高 △12 △13 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △122 △140 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 △2 

当期変動額合計 △17 △2 

当期末残高 △140 △142 

純資産合計   

前期末残高 6,385 5,437 

当期変動額   

剰余金の配当 △38 － 

連結範囲の変動 △5 － 

当期純利益又は当期純損失（△） △885 25 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 － 

自己株式処分差損の振替 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 △2 

当期変動額合計 △947 22 

当期末残高 5,437 5,460 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 

 至 平成23年３月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△794 33 

減価償却費 87 67 

減損損失 32 14 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 1 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △4 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61 15 

据付工事引当金の増減額（△は減少） △7 － 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △71 △67 

受取利息及び受取配当金 △6 △4 

為替差損益（△は益） 2 2 

固定資産処分損益（△は益） 24 1 

固定資産売却損益（△は益） △16 △26 

投資有価証券売却損益（△は益） － △15 

投資有価証券評価損益（△は益） 2 78 

海外連結子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩
額 25 － 

持分法による投資損益（△は益） － 41 

売上債権の増減額（△は増加） 400 172 

たな卸資産の増減額（△は増加） 30 7 

仕入債務の増減額（△は減少） 8 178 

未払費用の増減額（△は減少） △23 △65 

未払消費税等の増減額（△は減少） △10 56 

未収消費税等の増減額（△は増加） － 29 

その他 0 △57 

小計 △380 459 

利息及び配当金の受取額 6 5 

法人税等の支払額 △24 △7 

法人税等の還付額 25 4 

営業活動によるキャッシュ・フロー △372 461 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

事業譲受による支出 △343 － 

有形固定資産の取得による支出 △31 △4 

有形固定資産の売却による収入 21 86 

有形固定資産の除却による支出 － △1 

無形固定資産の取得による支出 △0 △5 

投資有価証券の取得による支出 △65 △26 

投資有価証券の売却による収入 － 21 

貸付けによる支出 － △15 

貸付金の回収による収入 － 18 

投資活動によるキャッシュ・フロー △418 73 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △38 △0 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

自己株式の売却による収入 0 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △38 △1 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △2 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △839 531 

現金及び現金同等物の期首残高 3,525 2,685 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 － 

現金及び現金同等物の期末残高 2,685 3,216 
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（５）【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

（前連結会計年度）     （当連結会計年度） 

該当事項はありません。   該当事項はありません。 

 

（６）【連結財務諸表作成のための基本となる重要な会計方針の変更】 

 (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）を当連結会計年度から適用し、当連結会計年度に製造

着手する請負契約を対象として、当連結会計年度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。 

これによる当連結会計年度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。 

(退職給付に係る会計基準の一部改正（その 3)の適用） 

 当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その 3)(企業会計基

準第 19 号平成 20 年 7 月 31 日)を適用しております。 

 なお、この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はありません。 

 

（７）【連結財務諸表に関する注記事項】 

（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、当連結会計年度及び前連結会計年度とも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 

当連結会計年度及び前連結会計年度において、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。 

 

連 結 



㈱ワイ・イー・データ（6950）平成 23 年 3 月期決算短信 

 15

  3 海外売上高 

前連結会計年度（自平成 21 年 3 月 21 日 至平成 22 年 3 月 20 日）（単位:百万円） 

 アジア 北 米 欧 州 計 

Ⅰ 海外売上高 623 84 47 755

Ⅱ 連結売上高 - - - 4,408

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 
14.2% 1.9% 1.1% 17.2%

 

当連結会計年度（自平成 22 年 3 月 21 日 至平成 23 年 3 月 20 日）（単位:百万円） 

 アジア 北 米 欧 州 計 

Ⅰ 海外売上高 292 53 7 353 

Ⅱ 連結売上高 - - - 5,529 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 
5.3% 1.0% 0.1% 6.4% 

(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、マレーシア、インドネシア 

北米 ……米国 

欧州 ……ベルギー、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。 

（1株当たり情報）         （前連結会計年度）    （当連結会計年度） 

1 株当たり純資産額        285 円 05 銭        286 円 29 銭 

1 株当たり当期純利益 

又は当期純損失（△）金額     △46 円 43 銭          1 円 34 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、当連結会

計年度及び前連結会計年度については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

(注)1 株当たり当期純利益又は当期純損失（△）金額の算定上の基礎は、以

下の通りであります。 

（前連結会計年度） （当連結会計年度） 

当期純利益又は当期純損失(△)  △885 百万円        25 百万円 

普通株式に帰属しない金額        -百万円          -百万円 

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失(△)   △885 百万円               25 百万円 

期中平均株式数          19,078,745 株      19,074,571 株 

連 結 
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(重要な後発事象) 

（前連結会計年度）                        （当連結会計年度） 

該当事項はありません。                    該当事項はありません。 

  

 

 

４．その他  

 

（１）役員の異動 

   該当事項はありません。 

 

（２）その他 

     該当事項はありません。 

 

連 結 




