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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8月31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 ％

24年5月期第1四半期 128 △26.2 △23 ― △25 ― △26 ―

23年5月期第1四半期 173 81.7 △32 ― △39 ― △21 ―

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 △26百万円 （―％） 23年5月期第1四半期 △23百万円 （―％）

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

24年5月期第1四半期 △360.60 ―

23年5月期第1四半期 △357.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 1,241 517 41.5
23年5月期 1,403 544 38.6

（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  515百万円 23年5月期  542百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年5月期 ―

24年5月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 659 144.1 90 ― 100 ― 99 ― 1,366.61
通期 1,063 69.5 21 ― 41 ― 39 ― 548.98



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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と異なる結果
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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年5月期1Q 76,361 株 23年5月期 76,361 株

② 期末自己株式数 24年5月期1Q 3,756 株 23年5月期 3,756 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 72,605 株 23年5月期1Q 60,420 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による落ち込みからは回復しつつあ

るものの、欧州諸国の財政問題や円高の進行などを受け、先行き不透明な状況が続いております。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、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、設備投資需要

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の実績につきましては、

回復ペースが鈍化いたしました。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

実現に努めるとともに、平成23年６月にはソーラーファーム事業の運営会社としておひさま農場株式会社を設立

いたしました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は128百万円（前年同四半期の売上高173百万円に比し、

26.2％の減少）となりました。 

 売上原価には、たな卸資産評価損として６百万円（前年同四半期のたな卸資産評価損19百万円に対し、12百万

円の損失減少）を計上しております。販売費及び一般管理費は89百万円（前年同四半期の販売費及び一般管理費

95百万円に対し、５百万円の費用減少）となりました。 

 営業損失は23百万円（前年同四半期の営業損失32百万円に対し、９百万円の損失減少）、貸与資産賃貸料及び

支払利息等を加減した経常損失は25百万円（前年同四半期の経常損失39百万円に対し、13百万円の損失減少）、

四半期純損失は26百万円（前年同四半期の四半期純損失21百万円に対し、４百万円の損失増加）となりました。

  

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） 

 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、半導体

メーカーの稼働率改善を受けメンテナンスサービスが堅調に推移する一方、生産設備の増強を伴う光源装置本体

への受注は、緩やかな回復傾向となっております。 

 当第１四半期連結累計期間における当セグメントの外部顧客に対する売上高は121百万円（前年同四半期の売

上高152百万円に比し、20.4％の減少）、営業利益は61百万円（前年同四半期の営業利益58百万円に対し、２百

万円の利益増加）となりました。 

（太陽光発電関連製品）   

 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において住宅用製品の切り替えを進め

ていることから、売上高の拡大は頭打ちとなりました。連結子会社であるおひさま農場株式会社におきまして

は、平成23年７月より順次実証実験を開始しておりますが、余剰電力買取制度に基づく売電収入は少額に留まり

ました。また、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に対

する展開協力を引続き推進しております。 

 当第１四半期連結累計期間における当セグメントの外部顧客に対する売上高は５百万円（前年同四半期の売上

高19百万円に比し、70.7％の減少）、営業損失は11百万円（前年同四半期の営業損失７百万円に対し、３百万円

の損失増加）となりました。   

（その他） 

 当第１四半期連結累計期間における画像検査装置の外部顧客に対する売上高は１百万円（前年同四半期の売上

高１百万円）、営業利益は0.4百万円（前年同四半期の営業利益0.8百万円）となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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161百万円減少し、1,241百万円となりまし

た。   

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ164百万円減少し、731百万円となりました。これは、仕掛品が76百万円

増加したものの、社債償還と借入金返済により現金及び預金が239百万円減少したこと等によるものです。固定

資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円増加し、510百万円となりました。   

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ134百万円減少し、724百万円となりました。

これは、社債及び借入金の減少等によるものであります。 

 当第１四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26百万円減少し、517百万円となりまし

た。これは、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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、連結経営成績については概ね計画通り推移していることから、現

時点におきましては、平成23年７月15日に発表いたしました業績予想について第２四半期連結累計期間、通期と

もに変更はありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

  

  

当社グループは、前連結会計年度まで４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、当第

１四半期連結累計期間においても、営業損失23百万円、経常損失25百万円及び四半期純損失26百万円となってお

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してまいります。 

 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    大幅な固定費削減を実施してきており、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前連結会計年度末までに株主資本が301百万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して

おります。 

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。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

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

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 615,203 375,267

受取手形及び売掛金 75,424 72,703

商品及び製品 60,887 52,581

仕掛品 74,135 150,525

原材料及び貯蔵品 66,241 69,525

その他 47,670 11,552

貸倒引当金 △44,158 △1,127

流動資産合計 895,404 731,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 241,189 238,065

土地 127,579 127,579

その他（純額） 16,239 22,636

有形固定資産合計 385,007 388,281

無形固定資産   

その他 3,994 3,610

無形固定資産合計 3,994 3,610

投資その他の資産   

投資有価証券 212,256 212,256

その他 139,352 182,981

貸倒引当金 △232,255 △276,163

投資その他の資産合計 119,352 119,074

固定資産合計 508,354 510,965

資産合計 1,403,759 1,241,994

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,237 28,987

短期借入金 40,000 80,000

1年内償還予定の社債 80,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 207,713 180,805

未払法人税等 4,254 1,363

賞与引当金 － 8,511

製品保証引当金 3,365 4,425

その他 67,284 35,402

流動負債合計 430,854 389,497

固定負債   

社債 10,000 －

長期借入金 390,133 306,931

退職給付引当金 7,145 7,387

その他 21,511 20,992

固定負債合計 428,789 335,311

負債合計 859,644 724,808
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 251,153 251,153

資本剰余金 1,818,304 1,818,304

利益剰余金 △1,073,552 △1,099,734

自己株式 △448,798 △448,798

株主資本合計 547,107 520,925

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △4,642 △5,390

その他の包括利益累計額合計 △4,642 △5,390

新株予約権 1,650 1,650

純資産合計 544,114 517,185

負債純資産合計 1,403,759 1,241,994
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 173,920 128,324

売上原価 110,836 62,030

売上総利益 63,083 66,293

販売費及び一般管理費 95,478 89,675

営業損失（△） △32,395 △23,382

営業外収益   

受取利息 543 555

受取配当金 0 1

貸与資産賃貸料 2,110 10,487

その他 4,018 1,294

営業外収益合計 6,673 12,338

営業外費用   

支払利息 4,248 3,480

為替差損 3,411 936

貸倒引当金繰入額 3,399 －

貸与資産諸費用 216 3,641

その他 2,502 6,512

営業外費用合計 13,778 14,571

経常損失（△） △39,500 △25,615

特別利益   

製品保証引当金戻入額 6,970 －

貸倒引当金戻入額 11,467 －

特別利益合計 18,438 －

税金等調整前四半期純損失（△） △21,062 △25,615

法人税、住民税及び事業税 539 565

法人税等合計 539 565

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △21,602 △26,181

四半期純損失（△） △21,602 △26,181
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △21,602 △26,181

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △106 －

為替換算調整勘定 △2,236 △747

その他の包括利益合計 △2,343 △747

四半期包括利益 △23,945 △26,929

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △23,945 △26,929

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

  当第１四半期連結会計期間(自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31日)  

   （自己新株予約権の処分） 

 当社は平成23年９月９日開催の取締役会において、第三者割当による自己新株予約権（平成21年11月６日に発

行され、平成22年１月７日に当社が取得し保有している第５回新株予約権、以下、「本新株予約権」といいま

す。）の処分について決議いたしました。処分の概要は、以下のとおりであります。 

  

 今回の自己新株予約権の処分は、第１回の処分において20個、第２回以降の処分において480個、合計500個を

予定しておりますが、第２回以降の処分については、処分先による買取期日及び買い取られる新株予約権数によ

っては、本新株予約権の行使期間が終了する平成23年11月５日までに一部又は全部の買取がなされない場合があ

ります。 

 処分の回数が複数回に分かれている理由は、処分価額の合計が40,000千円と多額になるため、処分先より資金

負担及び投資リスク等の観点から複数回での処分を要請され、当社が受け容れたものであります。 

  

（１）第１回の処分 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

① 処分期日 平成23年９月９日 

② 処分新株予約権数 個  20

③ 処分価額 総額1,600千円（新株予約権１個につき80,000円） 

④ 
当該処分による 

潜在株式数 

株 

  

400

⑤ 

資金調達の額 

（新株予約権の行使に際

して出資される財産の

額） 

資金調達の額               11,212千円  

（内訳）新株予約権処分価額分：       1,600千円 

    新株予約権行使価額分：      9,612千円 

（発行諸費用概算額控除後の差引手取概算額: 6,212千円） 

⑥ 行使価額 円 24,030

⑦ 行使期間 

平成23年９月９日から平成23年11月５日まで 

（本新株予約権発行時の当初の行使期間： 

平成21年11月６日から平成23年11月５日まで） 

⑧ 
募集又は処分方法（処分

先含む。） 

マッコーリー・バンク・リミテッド（以下「マッコーリー銀行」といいま

す。）を処分先とする第三者割当方式 

⑨ 

その他処分自己新株予約

権に関して投資判断上重

要又は必要な事項 

i) 新株予約権の取得 

当社は、20取引日前までの事前通知により、残存する本新株予約権の全部

又は一部を、１個につき１個当たりの当初発行価額である2,319円で取得

することができます。  

ⅱ) 株式の貸借  

当社の特別利害関係者（企業内容等の開示に関する内閣府令第１条第１

項第31号イに定義されます。）と処分先との間で株式貸借契約はありま

せん。 

ⅲ) 処分後の自己新株予約権 

今回の処分新株予約権数        20個   （400株） 

処分後の当社が所有する 

自己新株予約権数         1,435個（28,700株） 
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（２）第２回以降の処分  

  

 また、各回の買取以前の10取引日のいずれかの日において、当社株式の安値が29,000円を下回った場合又は１

日当たりの売買代金が35,000千円を下回った場合には、処分先の買取義務は停止します。停止した義務は、停止

日以後の10取引日連続して、当社株式の安値がすべて29,000円以上であり、かつ、当社株式の１日当たりの売買

代金がすべて35,000千円以上であることを条件に復活するものとし、この場合、買取義務が復活した日から10取

引日後の日までを買取期間とします。よって、当社株式の株価又は売買代金が低い水準で推移した場合には、処

分先の買取義務が停止し、かつ、停止した買取義務が復活しないことにより、処分先による買取が行なわれない

可能性があります。 

 なお、処分先は、買取義務が停止している間も、その裁量によって、本新株予約権の買取を行うことができま

す。 

  

 上記第１回の処分新株予約権については、平成23年９月１日から平成23年９月30日までに14個権利行使があり

ました。その概要は次のとおりであります。 

（１）発行した株式の種類及び株式数       普通株式  280株 

（２）増加した資本金                                   3,380千円 

（３）増加した資本準備金                               3,380千円 

 これにより、平成23年９月30日現在の普通株式の発行済株式総数は76,641株、資本金は254,534千円、資本剰余

金は1,821,685千円となりました。  

① 処分期日 
先行する回で処分された本新株予約権の 後の行使日から10取引日以内とす

る。 

② 処分新株予約権数 各回10個以上（残数が10個未満の場合はその残数全て）とし、合計480個。 

③ 処分価額 
各回800千円以上（残数が10個未満の場合はその残数に１個当たりの処分価額

を乗じた金額）、合計38,400千円（新株予約権１個につき80,000円） 

④ 
当該処分による 

潜在株式数 

各回200株以上（残数が10個未満の場合はその残数に１個当たり20株を乗じた

株数）、合計9,600株 

  

⑤ 

資金調達の額 

（新株予約権の行使に際

して出資される財産の

額） 

資金調達の額                    269,088千円  

（内訳）            新株予約権処分価額分： 38,400千円 

                    新株予約権行使価額分：230,688千円 

（発行諸費用概算額控除後の差引手取概算額：257,088千円） 

⑥ 行使価額 円 24,030

⑦ 行使期間 

先行する回で処分された本新株予約権の 後の行使日から10取引日以内の日

から平成23年11月５日まで 

（本新株予約権発行時の当初の行使期間： 

平成21年11月６日から平成23年11月５日まで） 

⑧ 
募集又は処分方法（処分

先含む。） 
マッコーリー銀行を処分先とする第三者割当方式 

⑨ 

その他処分自己新株予約

権に関して投資判断上重

要又は必要な事項 

i) 新株予約権の取得 

当社は、20取引日前までの事前通知により、残存する本新株予約権の全部

又は一部を、１個につき１個当たりの当初発行価額である2,319円で取得

することができます。  

ⅱ) 株式の貸借  

当社の特別利害関係者（企業内容等の開示に関する内閣府令第１条第１

項第31号イに定義されます。）と処分先との間で株式貸借契約はありま

せん。 

ⅲ) 処分後の自己新株予約権 

今回の処分新株予約権数       480個 （9,600株） 

処分後の当社が所有する 

自己新株予約権数          955個（19,100株） 
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