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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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3月期第2四半期 2,490 △3.8 134 △64.6 126 △65.6 94 △71.3
23年3月期第2四半期 2,589 195.4 380 ― 367 ― 329 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 97百万円 （△70.5％） 23年3月期第2四半期 331百万円 （―％）

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3月期第2四半期 687.64 ―
23年3月期第2四半期 2,393.09 ―

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

24年3月期第2四半期 6,758 2,072 30.7 15,050.96
23年3月期 6,198 1,974 31.9 14,339.27
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,072百万円 23年3月期  1,974百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 4,300 △14.7 110 △79.3 75 △85.3 50 △88.9 363.16



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料2ページ「サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。 

(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いません。 

※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。 

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3月期2Q 138,300 株 23年3月期 138,300 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 620 株 23年3月期 620 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 137,680 株 23年3月期2Q 137,680 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、震災からの復旧、復興に伴い持ち直しの動きを見せ

ていますが、新興国の景気鈍化、欧州の金融不安など懸念材料も抱えております。 

 液晶を始めとするフラットパネルディスプレイ(FPD)の分野においては、携帯情報端末などの中小型パ

ネル市場が好調な一方で、液晶テレビなど大型パネル市場は先進国を中心に停滞し、設備投資の動向が変

動しております。このような環境の中、当社グループは製品競争力の向上、営業力の強化、継続的なコス

ト削減に取り組んでまいりました。当第２四半期連結累計期間の連結業績は、主力製品である画像処理外

観検査装置の売上減少により、売上高2,490百万円(前年同期比3.8％減)、営業利益134百万円(前年同期比

64.6％減)、経常利益126百万円(前年同期比65.6％減)、四半期純利益は94百万円(前年同期比71.3％減)と

なりました。  

 セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

(日本) 

 画像処理外観検査装置の販売、受注がFPDメーカーの投資計画変動の影響を受けました。この結果、売

上高は2,208百万円(前年同期比8.4％減)、セグメント利益は145百万円(前年同期比61.5％減)となりまし

た。  

(米国) 

 CAD/CAMソフト「KEYCREATOR」を中心に販売は増加しましたが、利益面では販売促進に係る経費が増加

しました。この結果、売上高は119百万円(前年同期比10.0％増)、セグメント損失は52百万円(前年同期は

セグメント損失39百万円)となりました。 

(韓国) 

 画像処理外観検査装置の部品販売が韓国ユーザー向けで伸長しました。この結果、売上高は162百万円

(前年同期比135.4％増)、セグメント利益は24百万円(前年同期比311.9％増)となりました。 

 なお、従来「その他」セグメントに含まれていた「韓国」について量的な重要性が増したため報告セグ

メントとして記載する方法に変更しております。 
  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ559百万円増加しました。流

動資産は現金預金の増加642百万円、売上債権の増加142百万円、棚卸資産の減少149百万円などから607百

万円増加し、固定資産は減価償却などにより47百万円減少しております。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ461百万円増加しました。流動負債は仕入債務の減少138百万円、短期

借入金の増加101百万円などから41百万円減少し、固定負債は長期借入金の増加496百万円などにより503

百万円増加しております。 

 純資産は、四半期純利益94百万円の計上などにより、純資産合計が97百万円増加しました。 
  

平成23年10月21日発表の業績予想に変更はありません。 
    

該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

1．当四半期決算に関する定性的情報

(1)連結経営成績に関する定性的情報

(2)連結財政状態に関する定性的情報

(3)連結業績予想に関する定性的情報

2．サマリー情報(その他)に関する事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,364,087 3,006,475

受取手形及び売掛金 1,015,575 1,158,424

商品及び製品 3,458 19,186

仕掛品 528,538 401,870

原材料及び貯蔵品 252,279 213,335

その他 68,662 45,467

貸倒引当金 △63,321 △68,209

流動資産合計 4,169,279 4,776,549

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 537,202 523,443

土地 1,117,578 1,117,578

その他（純額） 75,704 72,696

有形固定資産合計 1,730,485 1,713,719

無形固定資産

のれん 76,666 66,666

ソフトウエア 134,317 136,674

その他 2,285 2,285

無形固定資産合計 213,269 205,627

投資その他の資産

繰延税金資産 － 1,227

その他 104,727 61,079

貸倒引当金 △19,425 －

投資その他の資産合計 85,302 62,306

固定資産合計 2,029,057 1,981,652

資産合計 6,198,337 6,758,202

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 901,649 763,627

短期借入金 1,921,000 2,022,000

未払法人税等 61,529 24,681

繰延税金負債 － 12

その他 395,449 427,899

流動負債合計 3,279,628 3,238,220

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 794,000 1,290,000

繰延税金負債 425 －

退職給付引当金 42,527 53,124

その他 7,525 4,640

固定負債合計 944,478 1,447,765

負債合計 4,224,107 4,685,986
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,951,750 1,951,750

利益剰余金 47,559 142,234

自己株式 △81,658 △81,658

株主資本合計 1,917,651 2,012,326

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 612 －

為替換算調整勘定 55,965 59,889

その他の包括利益累計額合計 56,578 59,889

純資産合計 1,974,230 2,072,216

負債純資産合計 6,198,337 6,758,202
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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２四半期連結累計期間
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,589,218 2,490,040

売上原価 1,673,528 1,743,488

売上総利益 915,689 746,551

販売費及び一般管理費 534,887 611,799

営業利益 380,802 134,752

営業外収益

受取利息 151 226

受取配当金 33 54

受取賃貸料 5,671 5,344

為替差益 872 3,292

その他 111 685

営業外収益合計 6,840 9,602

営業外費用

支払利息 19,671 14,779

その他 184 2,940

営業外費用合計 19,855 17,720

経常利益 367,787 126,635

特別利益

固定資産売却益 9,523 －

その他 1,522 －

特別利益合計 11,046 －

特別損失

固定資産除却損 35 －

関係会社出資金評価損 － 13,545

特別損失合計 35 13,545

税金等調整前四半期純利益 378,799 113,089

法人税等 49,319 18,414

少数株主損益調整前四半期純利益 329,480 94,674

四半期純利益 329,480 94,674
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 329,480 94,674

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,336 △612

為替換算調整勘定 3,770 3,923

その他の包括利益合計 2,433 3,311

四半期包括利益 331,913 97,986

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 331,913 97,986

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30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 378,799 113,089

減価償却費 128,305 119,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,359 △14,497

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,343 10,597

受取利息及び受取配当金 △185 △280

支払利息 19,671 14,779

為替差損益（△は益） 179 △22

有形固定資産売却損益（△は益） △9,523 －

有形固定資産除却損 35 －

関係会社出資金評価損 － 13,545

売上債権の増減額（△は増加） 362,284 △140,141

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,121 145,278

仕入債務の増減額（△は減少） 161,148 △141,152

未収消費税等の増減額（△は増加） △2,264 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △100 7,144

その他 △70,087 68,763

小計 983,366 196,300

利息及び配当金の受取額 118 156

利息の支払額 △13,377 △14,883

法人税等の支払額 △10,519 △53,492

営業活動によるキャッシュ・フロー 959,588 128,080

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 △1,430 －

投資有価証券の取得による支出 △1,230 △1,249

有形固定資産の取得による支出 △4,298 △10,018

有形固定資産の売却による収入 10,000 －

無形固定資産の取得による支出 △752 △1,013

ソフトウエアの取得による支出 △95,284 △78,892

子会社出資金の取得による支出 △16,311 －

その他 △2,290 5,644

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,596 △85,529

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） 200,000 100,000

長期借入れによる収入 － 900,000

長期借入金の返済による支出 △178,000 △403,000

その他 △1,108 △416

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,891 596,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,105 3,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 867,778 642,282

現金及び現金同等物の期首残高 1,326,720 2,269,936

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,194,499 2,912,219
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

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 

 
（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、韓国の現地法人 

    の事業活動を含んでいます。 

  

2．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) 

 
  

3．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。 

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

日本 米国 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,411,915 108,445 2,520,361 68,856 2,589,218

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

63,151 5,319 68,470 15,538 84,008

計 2,475,066 113,765 2,588,831 84,395 2,673,226

セグメント利益又は損失(△) 379,022 △39,314 339,708 5,849 345,558

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 339,708

「その他」の区分の利益 5,849

セグメント間取引消去 3,623

その他 31,620

四半期連結損益計算書の営業利益 380,802
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

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 

 
  

2．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) 

 
  

3．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。 

  

4．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間から、前連結会計年度において「その他」に含まれていた「韓国」について

量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

当該変更に伴う四半期連結累計期間に係る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

する情報に与える影響は以下のとおりです。 

変更前の方法によった場合と比べ、報告セグメントの合計の売上高が162,104千円、セグメント利益

が24,098千円それぞれ増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 米国 韓国

売上高

  外部顧客への売上高 2,208,596 119,339 162,104 2,490,040

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

95,955 6,707 26,380 129,043

計 2,304,551 126,047 188,484 2,619,083

セグメント利益又は損失(△) 145,790 △52,599 24,098 117,289

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 117,289

セグメント間取引消去 3,310

その他 14,152

四半期連結損益計算書の営業利益 134,752

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7)重要な後発事象
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