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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日） 

（注）平成22年9月期は、決算期変更により6ヶ月決算となっております。これに伴い、平成22年9月期第2四半期連結財務諸表を作成していないため、平成 
22年9月期第2四半期の連結経営成績及び平成23年9月期対前年同四半期増減率については記載しておりません。また、平成23年9月期第2四半期の潜
在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。   

(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9月期第2四半期 5,805 ― 206 ― 223 ― 143 ―

22年9月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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9月期第2四半期 10.29 ―

22年9月期第2四半期 ― ―

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9月期第2四半期 7,881 3,253 41.3 233.53
22年9月期 8,292 3,117 37.6 223.72

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  3,253百万円 22年9月期  3,117百万円

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9月期 ― ― ― 0.00 0.00

23年9月期 ― 0.00

23年9月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9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  有  
平成22年9月期は、決算期変更により6ヶ月決算となっております。このため、平成23年9月期連結業績予想の対前期増減率については記載しておりませ
ん。 

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 12,100 ― 625 ― 640 ― 545 ― 39.11



(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） 

注）平成22年9月期は、決算期変更により6ヶ月決算となっております。これに伴い、平成22年9月期第2四半期連結財務諸表を作成していないため、
平成22年9月期第2四半期の期中平均株式数（四半期累計）については記載しておりません。 

※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き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 
本資料により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。詳細は、【添付資料】3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】4ページ「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 無

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9月期2Q 13,933,928株 22年9月期  13,933,928株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  438株 22年9月期  438株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 13,933,490株 22年9月期2Q  ―株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループは平成22年９月期より決算期を３月から９月に変更したため、当第２四半期連結会計期間の連結経営

成績に関する定性的情報についてはこれまでの連結経営成績との比較を容易にするため、平成22年３月期第３四半期

連結会計期間と第４四半期連結会計期間を合算した期間（平成21年10月１日～平成22年３月31日）（以下「前年同

期」）との対比を記載しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、景気持ち直しの動きが見られたものの自律性は弱く、企業の業

況判断には慎重さがみられました。このような状況の中、平成23年３月11日に東日本大震災が発生し、その影響が懸

念されることとなりました。 

 海外においては、米国では依然として失業率が高止まりする一方、個人消費や純輸出が増加したことなどから景気

回復基調となりました。欧州では国ごとにバラつきがあるものの、基調として景気の持ち直しの動きが見られまし

た。アジア地域では、中国やインドでは内需を中心に景気は拡大しており、その他アジア地域でも、総じて景気は回

復しております。ただし、原油価格の高騰をはじめとする一次産品価格が上昇し、今後の景気動向に影響を与えうる

要因となりつつあります。 

 このような事業環境の中、当社グループの受注状況は回復基調となりました。以上の結果、当第２四半期連結累計

期間における連結売上高は5,805百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益は206百万円（前年同期比196.0％増）、経

常利益223百万円（前年同期比22.8％増）、四半期純利益143百万円（前年同期比258.5％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は以下の通りであります。 

  

マシンビジョンシステム・工業用事業 売上高 3,849百万円（前年同期比7.6％増）、営業利益 399百万円（前年同期

比149.0％増） 

 マシンビジョンシステム・工業用事業の主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造

装置業界の各業界においては、半導体製造装置業界では、当第１四半期に在庫の調整が行われましたが、当第２四半

期に入り半導体メーカーの設備投資が回復したことから受注の回復が見られました。電子部品実装装置業界において

は、スマートフォン及びタブレットＰＣ市場が拡大した影響により、受注は順調に推移いたしました。液晶製造装置

業界では、中・小型液晶向け設備投資需要があったものの、円高の影響などから海外向け輸出が伸び悩みました。 

 このような状況の中、当社グループの売上高及び営業利益は前年同期に比べ大きく増加いたしました。 

   

コスメ機器事業 売上高 215百万円（前年同期比54.7％減）、営業損失 71百万円（前年同期営業利益31百万円） 

 コスメ機器事業の主要販売先である化粧品業界においては、当第１四半期が化粧品メーカーのカウンセリング機器

導入の端境期となりました。当第２四半期に入り売上は回復傾向となりましたが、前年同期に比べると減少となりま

した。利益面については売上高の減少に伴い、営業損失となりました。 

  

オプトコム事業 売上高 211百万円（前年同期比9.0％減）、営業損失 40百万円（前年同期営業損失93百万円） 

 オプトコム事業においては、当第１四半期に引き続き非球面レンズ製造設備の中国移管を進めてまいりました。主

要販売先である光通信関連デバイス市場において、FTTx（Fiber To The x）向け光部品の需要は旺盛でありましたが

売上は回復基調にあった前年同期には及びませんでした。利益については、生産移管が概ね完了したこともあり前年

同期に比べ営業損失が減少しました。 

  

機能性材料事業 売上高 761百万円（前年同期比15.2％増）、営業利益 163百万円（前年同期比73.9％増） 

 機能性材料事業においては、メディカル用各種チューブやシール、粒子類の販売が引き続き好調であり、光通信業

界向けファイバの販売に関する新規ビジネスが始まるなど、総じて堅調な受注を得ることができたことから、売上高

及び営業利益は前年同期に比べると大きく増加いたしました。 

  

海外事業 売上高 601百万円（前年同期比73.0％増）、営業損失 156百万円（前年同期営業損失106百万円） 

海外事業においては、世界経済の回復を受け、米国の子会社であるモリテックスU.S.A.,Inc.の売上高が増加した

他、アジア地区においても、モリテックスASIA有限公司およびモリテックスSingapore Pte.Ltd.の受注が回復し、売

上高は前年同期に比べ大きく増加いたしました。利益面については、製造を行っているモリテックステクノロジーズ

（深セン）有限公司への生産移管が行われておりますが、品質面への対応や量産体制への整備が遅れていることもあ

り、売上原価が増加したため、前年同期に比べ営業損失が拡大いたしました。 
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その他の事業 売上高 165百万円（前年同期比82.2％増）、営業損失 80百万円（前年同期営業損失37百万円） 

その他の事業においては、主にショットグループ製品の販売を行っており、既存の販売先に加え、当社グループの

販売先業界への拡販や従来当社グループが販売していなかった新規業界への販売ルート開拓活動に注力しており、売

上高は前年同期に比べ大きく増加いたしました。一方、利益面については、現時点では新分野進出へ向け人員を重点

投入していることから営業経費が増加し、前年同期に比べ営業損失が拡大いたしました。 

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は7,881百万円で、前連結会計年度末に比べ410百万円減少い

たしました。主な増加は、商品及び製品137百万円であります。主な減少は、受取手形及び売掛金208百万円であり

ます。 

 負債の残高は4,628百万円で、前連結会計年度末に比べ547百万円減少いたしました。主な増加は、災害損失引当

金27百万円であります。主な減少は、支払手形及び買掛金348百万円、長期借入金133百万円であります。 

 純資産の残高は3,253百万円で、前連結会計年度末に比べ136百万円増加いたしました。主な増加は、四半期純利

益143百万円を計上したことに伴う利益剰余金の増加であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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・フローは、138百万円の支出となりました。主な増減は、たな卸資産の増加額193百

万円、売上債権の減少額207百万円、仕入債務の減少額370百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、33百万円の支出となりました。主な支出は、有形固定資産の取得93百万

円であります。主な収入は、投資不動産の賃貸による収入20百万円であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、135百万円の支出となりました。主な支出は、長期借入金の返済133百万

円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期以降の事業環境につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により予断を許さ

ない状況が続くものと考えられます。 

 当社グループの主要販売先である半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置業界においても、

電力不足や部品調達の遅滞などによる影響が懸念され、企業の設備投資意欲の減退や消費者心理の冷え込みが生じ

る恐れがあります。 

 一方で、世界的にはスマートフォンをはじめとした携帯電話およびタブレットＰＣの需要は堅調であることか

ら、当社が大きな影響を受ける国内半導体メーカー、半導体製造装置業界、電子部品実装装置業界、液晶製造装置

業界における供給体制の確保と設備投資動向が鍵となるものと思われます。 

  

 業績予想につきましては、第２四半期までの業況を踏まえ、前回発表の業績予想（平成22年11月12日）を修正い

たします。なお、連結および個別の業績予想の内容につきましては、平成23年５月13日に別途発表の「特別損失の

計上及び第２四半期業績予想との差異並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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（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 

① 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しております。

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、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場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業

績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化

があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用し

た将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっており

ます。 

  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 703,556 876,876

関係会社預け金 281,985 417,335

受取手形及び売掛金 1,954,746 2,163,307

商品及び製品 1,689,480 1,551,873

仕掛品 242,447 190,552

原材料及び貯蔵品 556,511 552,764

前払費用 88,112 108,645

未収入金 44,134 46,406

繰延税金資産 311,489 311,868

その他 36,573 11,371

貸倒引当金 △1,950 △1,966

流動資産合計 5,907,086 6,229,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,163,580 1,265,493

減価償却累計額 △608,014 △684,767

建物及び構築物（純額） 555,566 580,726

機械装置及び運搬具 886,095 892,617

減価償却累計額 △737,936 △726,990

機械装置及び運搬具（純額） 148,158 165,627

工具、器具及び備品 1,523,491 1,523,740

減価償却累計額 △1,282,751 △1,299,505

工具、器具及び備品（純額） 240,739 224,234

土地 93,050 93,050

リース資産 4,881 7,780

減価償却累計額 △2,323 △2,828

リース資産（純額） 2,558 4,951

有形固定資産合計 1,040,072 1,068,590

無形固定資産   

借地権 36,396 35,994

ソフトウエア 108,169 132,807

その他 3,389 3,399

無形固定資産合計 147,954 172,201

投資その他の資産   

投資有価証券 24,461 40,036

関係会社株式 254,172 253,345

破産更生債権等 2,848 2,167

差入保証金 147,624 151,954

繰延税金資産 51 52

投資不動産 587,458 590,371

減価償却累計額 △236,890 △225,615
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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９月30日) 

投資不動産（純額） 350,568 364,756

その他 9,995 12,933

貸倒引当金 △2,848 △2,167

投資その他の資産合計 786,873 823,079

固定資産合計 1,974,900 2,063,870

資産合計 7,881,986 8,292,905

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,007,123 2,355,662

短期借入金 369,420 370,200

1年内返済予定の長期借入金 112,650 191,600

未払金 256,651 323,350

リース債務 826 1,204

未払法人税等 25,146 25,500

賞与引当金 192,625 207,249

事業構造改善引当金 2,900 66,527

災害損失引当金 27,418 －

資産除去債務 － 4,937

その他 135,197 88,865

流動負債合計 3,129,959 3,635,097

固定負債   

長期借入金 400,000 454,350

リース債務 1,925 4,071

退職給付引当金 997,024 983,233

受入保証金 20,502 13,190

負ののれん － 4,810

繰延税金負債 3,471 3,625

資産除去債務 75,190 77,263

固定負債合計 1,498,114 1,540,544

負債合計 4,628,073 5,175,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,279 3,320,279

資本剰余金 3,387,658 3,387,658

利益剰余金 △3,354,771 △3,498,106

自己株式 △326 △326

株主資本合計 3,352,840 3,209,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △378 △1,972

為替換算調整勘定 △98,549 △90,269

評価・換算差額等合計 △98,927 △92,241

純資産合計 3,253,912 3,117,264

負債純資産合計 7,881,986 8,292,905
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 5,805,483

売上原価 3,905,049

売上総利益 1,900,434

販売費及び一般管理費 1,693,956

営業利益 206,477

営業外収益  

受取利息及び配当金 322

為替差益 3,910

持分法による投資利益 586

負ののれん償却額 4,810

受取家賃 51,470

貯蔵品売却益 10,353

その他 4,384

営業外収益合計 75,837

営業外費用  

支払利息 6,827

手形売却損 3,591

売上債権売却損 9,915

不動産賃貸費用 38,249

営業外費用合計 58,584

経常利益 223,730

特別利益  

投資有価証券売却益 2,281

固定資産売却益 44

事業構造改善引当金戻入額 5,181

特別利益合計 7,507

特別損失  

固定資産除却損 6,607

固定資産売却損 716

投資有価証券評価損 10,253

減損損失 7,356

事業構造改善費用 14,804

災害による損失 28,750

特別損失合計 68,489

税金等調整前四半期純利益 162,749

法人税、住民税及び事業税 19,417

法人税等調整額 △2

法人税等合計 19,414

少数株主損益調整前四半期純利益 143,334

四半期純利益 143,334
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10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  

税金等調整前四半期純利益 162,749

減価償却費 130,958

減損損失 7,356

負ののれん償却額 △4,810

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,791

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,623

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △63,627

災害損失引当金の増減額（△は減少） 27,418

貸倒引当金の増減額（△は減少） 681

固定資産除却損 6,607

固定資産売却損益（△は益） 671

投資有価証券売却損益（△は益） △2,281

投資有価証券評価損益（△は益） 10,253

持分法による投資損益（△は益） △586

受取利息及び受取配当金 △322

為替差損益（△は益） △223

支払利息 6,827

投資不動産賃借費用 27,551

受取家賃 △51,470

売上債権の増減額（△は増加） 207,880

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,490

仕入債務の増減額（△は減少） △370,534

その他の流動資産の増減額（△は増加） △12,011

その他の流動負債の増減額（△は減少） △260

小計 △111,495

利息及び配当金の受取額 322

利息の支払額 △6,827

法人税等の支払額 △20,498

営業活動によるキャッシュ・フロー △138,498

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △93,934

有形固定資産の売却による収入 4,855

無形固定資産の取得による支出 △1,159

投資有価証券の取得による支出 △534

投資有価証券の売却による収入 9,731

投資その他の資産の増減額（△は増加） 14,946

投資不動産の賃貸による収入 20,371

事業譲渡による収入 11,725

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,998
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △133,300

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,524

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,824

現金及び現金同等物に係る換算差額 △348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △308,670

現金及び現金同等物の期首残高 1,294,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 985,541
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 該当事項はありません。  

  

  

１．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２四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日）  

  （単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメン

トに配分していない原価差額および全社費用等 千円が含まれております。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。    

    ３．前年同四半期については、前連結会計年度の決算期変更に伴い、前第２四半期連結財務諸表を作成していな

     いため記載しておりません。 

  

２．報告セグメントごとの資産に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 該当事項はありません。  

  

  

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 

  当第２四半期連結会計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  
 （単位：千円）

（注）減損損失の調整額7,356千円には、全社費用として矢板事業所の事業用資産を含めております。 

  

  

    

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結

損益計算書 
計上額 

マシン 
ビジョン 

システム・ 
工業用事業 

コスメ機器 
事業 

オプトコム

事業 
機能性

材料事業 
海外事業

その他の

事業  

売上高                   

外部顧客への

売上高 
 3,849,917  215,514  211,648  761,673  601,595  165,134  5,805,483       －  5,805,483

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 204,062  32,212  93,643       －  515,177       －  845,096  △845,096       －

計  4,053,979  247,726  305,292  761,673  1,116,773  165,134  6,650,579  △845,096  5,805,483

セグメント利益又

は損失（△） 
 399,208  △71,749  △40,065  163,195  △156,131  △80,995  213,461  △6,983  206,477

△6,983 △46,677

39,694

  

報告セグメント

合計 調整額 
連結

財務諸表

計上額 

マシン 
ビジョン 

システム・ 
工業用事業 

コスメ機器 
事業 

オプトコム

事業 
機能性

材料事業 
海外事業

その他の

事業 

減損損失   －  －  －  －  － －  －  7,356  7,356

（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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