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1.  平成23年6月期第3四半期の業績（平成22年7月1日～平成23年3月31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3四半期 904 △1.6 △15 ― △34 ― △52 ―
22年6月期第3四半期 918 △8.8 4 △95.8 △44 ― △45 ―

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3四半期 △1,103.35 ―
22年6月期第3四半期 △964.39 ―

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3四半期 1,302 361 27.5 7,085.50
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3四半期  358百万円 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 ― 0.00 ―
23年6月期 

（予想）
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、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 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3Q 50,590株 22年6月期  47,390株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  ―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3Q 47,764株 22年6月期3Q 46,716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および合理的であると判断する一定の前提に基づており、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性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間における世界経済は、中国をはじめとする新興国経済の成長に牽引される一方
で、欧州の金融不安、中東・北アフリカの政情悪化、資源の高騰などにより、不安定な状況にありま
す。わが国経済においては、円高や原油高などが続き、依然として厳しい経済環境のもとに推移いたし
ました。さらに、平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、生産活動や個人消費などに大きな影響
を及ぼしつつあり、先行き不透明な状況にあります。 
 ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）業界においては、スマートフォンやタブレット端末の市場拡
大に伴い、中小型サイズのタッチパネルの需要が増加しており、国内外の液晶パネルメーカーは、生産
体制増強に向けた動きを強めております。 
 このような事業環境の中、ＦＰＤ機器事業では、スリットコーターを国内企業、海外企業へ納入した
ことなどにより、売上高は671,170千円、営業利益は51,340千円となりました。 
 スイッチ機器事業では、独シュメアザール社の安全制御機器の販売が回復したことにより、売上高は
149,211千円、営業利益は37,179千円となりました。 
 計測機器事業では、積極的な販促活動を行ったことにより英エルコメーター社の塗膜測定機器の販売
が増加し、売上高は49,672千円、営業利益は15,476千円となりました。 
 コンシューマ事業では、景気低迷のなか販売が低調に推移し、売上高は10,495千円、営業損失は
16,832千円となりました。 
 その他の事業ではヒートシンクの販売などを行っており、売上高は24,077千円、営業利益は33千円と
なりました。  
 この結果、当第３半期累計期間における売上高は904,628千円（前年同四半期比1.6％減）、営業損失
は15,827千円（前年同四半期は営業利益4,022千円）、経常損失は34,142千円（前年同四半期は経常損
失44,378千円）、四半期純損失は52,699千円（前年同四半期は四半期純損失45,052千円）となりまし
た。 

  

（資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べ7,360千円減少し、1,171,874千円となりました。これは「現金及び

預金」の減少132,727千円及び「受取手形及び売掛金」の増加61,555千円、「仕掛品」の増加24,607千

円、「前渡金」の増加53,300千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37,818千円減少し、130,363千円となりました。これは「機械及び

装置」の減少33,948千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165,488千円減少し、627,731千円となりました。これは「短期借入

金」の減少116,525千円、「デリバティブ負債」の減少62,447千円及び「1年内返済予定の長期借入金」

の増加24,275千円が主な要因であります。 

 固定負債は、前事業年度に比べ134,552千円増加し、313,116千円となりました。これは「長期借入

金」の増加133,142千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14,243千円減少し、361,390千円となりました。これは「資本

金」の増加15,200千円、「資本剰余金」の増加15,200千円及び「利益剰余金」の減少52,699千円が主な

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３四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132,827千円減少し、

2,246千円となりました。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174,306千円の支出(前年同四半期は119,066千円の支出)となり

ました。これは主に、減価償却費35,331千円、為替差損22,387千円に対し、税引前四半期純損失52,034

千円、デリバティブ評価益59,349千円、売上債権の増加57,448千円、たな卸資産の増加20,474千円によ

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5,844千円の支出（前年同四半期は92,183千円の支出）となり

ました。これは主に、定期預金の払戻による収入9,802千円に対し、定期預金の預入による支出13,402

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69,710千円の収入（前年同四半期は98,049千円の収入）となり

ました。これは主に、新株の発行による収入30,400千円、長期借入による収入240,000千円に対し、短

期借入金の純減少額116,525千円、長期借入れの返済による支出82,583千円によるものです。 

  

平成23年６月期の業績予想につきましては、平成22年８月13日に公表いたしました通期の業績予想に変
更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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３四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、第２四半期会計期間末の実

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 

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３四半期会計期間末 
(平成23年３月31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 6,946 139,673

受取手形及び売掛金 901,397 843,948

商品及び製品 115,285 118,306

仕掛品 27,383 2,776

原材料及び貯蔵品 7,192 8,304

その他 113,816 66,296

貸倒引当金 △147 △71

流動資産合計 1,171,874 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 △163,735 △129,786

機械及び装置（純額） 56,640 90,589

その他 8,053 7,053

減価償却累計額 △6,572 △5,876

その他（純額） 1,480 1,176

有形固定資産合計 58,120 91,766

無形固定資産 3,465 4,151

投資その他の資産 68,777 72,264

固定資産合計 130,363 168,182

資産合計 1,302,238 1,347,417

負債の部   

流動負債   

買掛金 52,355 46,715

短期借入金 385,300 501,825

1年内返済予定の長期借入金 123,917 99,642

未払法人税等 1,070 1,199

その他 65,088 143,837

流動負債合計 627,731 793,219

固定負債   

長期借入金 306,270 173,128

退職給付引当金 6,846 5,436

固定負債合計 313,116 178,564

負債合計 940,847 971,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 195,812 180,612

資本剰余金 238,514 223,314

利益剰余金 △71,771 △19,071

株主資本合計 362,556 384,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,100 962

繰延ヘッジ損益 － △12,214

評価・換算差額等合計 △4,100 △11,252

新株予約権 2,935 2,030

純資産合計 361,390 375,633

負債純資産合計 1,302,238 1,347,417
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 918,830 904,628

売上原価 595,762 635,182

売上総利益 323,067 269,445

繰延延払利益控除 21,440 －

差引売上総利益 301,627 269,445

販売費及び一般管理費 297,604 285,272

営業利益又は営業損失（△） 4,022 △15,827

営業外収益   

受取利息 68 20

受取配当金 112 122

デリバティブ評価益 － 59,349

仕入割引 1,340 243

その他 369 364

営業外収益合計 1,890 60,101

営業外費用   

支払利息 11,368 16,172

デリバティブ評価損 14,482 －

為替差損 19,888 60,379

その他 4,553 1,863

営業外費用合計 50,292 78,416

経常損失（△） △44,378 △34,142

特別利益   

新株予約権戻入益 － 2,030

特別利益合計 － 2,030

特別損失   

前期損益修正損 － 19,921

特別損失合計 － 19,921

税引前四半期純損失（△） △44,378 △52,034

法人税、住民税及び事業税 674 665

法人税等合計 674 665

四半期純損失（△） △45,052 △52,699
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 292,002 144,901

売上原価 204,055 79,231

売上総利益 87,947 65,670

販売費及び一般管理費 100,783 97,614

営業損失（△） △12,836 △31,943

営業外収益   

受取利息 21 5

仕入割引 371 －

デリバティブ評価益 － 19,674

その他 67 302

営業外収益合計 460 19,982

営業外費用   

支払利息 3,858 5,073

デリバティブ評価損 4,116 －

為替差損 10,102 36,313

その他 1,577 1,581

営業外費用合計 19,654 42,969

経常損失（△） △32,029 △54,930

特別損失   

前期損益修正損 － 4,065

特別損失合計 － 4,065

税引前四半期純損失（△） △32,029 △58,995

法人税、住民税及び事業税 221 218

法人税等合計 221 218

四半期純損失（△） △32,251 △59,214
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31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（△） △44,378 △52,034

減価償却費 63,804 35,331

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 76

退職給付引当金の増減額（△は減少） △452 1,410

前期損益修正損 － 19,921

新株予約権戻入益 － △2,030

株式報酬費用 － 2,935

受取利息及び受取配当金 △180 △142

支払利息 11,368 16,172

為替差損益（△は益） 17,101 22,387

デリバティブ評価損益（△は益） 14,482 △59,349

売上債権の増減額（△は増加） △152,449 △57,448

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,220 △20,474

仕入債務の増減額（△は減少） △22,978 5,640

その他 55,834 △70,598

小計 △107,068 △158,204

利息及び配当金の受取額 180 142

利息の支払額 △11,311 △15,510

法人税等の支払額 △867 △734

営業活動によるキャッシュ・フロー △119,066 △174,306

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 △2,700 △13,402

定期預金の払戻による収入 － 9,802

有形固定資産の取得による支出 △79,809 △999

無形固定資産の取得による支出 △3,800 －

投資有価証券の取得による支出 △14,440 △36

保険積立金の積立による支出 △5,331 △2,691

保険積立金の解約による収入 13,898 1,483

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,183 △5,844

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） 112,835 △116,525

長期借入れによる収入 － 240,000

長期借入金の返済による支出 △43,884 △82,583

株式の発行による収入 29,400 30,400

株式の発行による支出 △301 △1,581

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,049 69,710

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,101 △22,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △130,302 △132,827

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 84,080 2,246
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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３四半期累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31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。 

  

(5) セグメント情報

【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 671,170 149,211 49,672 10,495 880,550 24,077 904,628

計 671,170 149,211 49,672 10,495 880,550 24,077 904,628

セグメント利益 
   又は損失（△）

51,340 37,179 15,476 △16,832 87,164 33 87,198
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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) 

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。 

  

当第３四半期累計期間(自 平成22年７月１日 至 平成23年３月31日) 

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 87,164

「その他」の区分の利益 33

全社費用(注) △103,026

四半期損益計算書の営業利益 △15,827

(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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