
平成23年9月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 モリテックス 上場取引所 東 

コード番号 7714 URL http://www.moritex.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 松岡 昇

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理財務本部長 （氏名） 佐藤 隆雄 TEL 03-6367-3624
定時株主総会開催予定日 平成23年12月20日 有価証券報告書提出予定日 平成23年12月20日

配当支払開始予定日 ―

決算補足説明資料作成の有無 ： 有

決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成23年9月期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 

平成22年9月期は決算期変更により、平成22年4月1日から平成22年9月30日までの6ヶ月となっております。このため、対前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月期の潜在株式調整後1株当たり当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 

 

(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9月期 11,917 ― 563 ― 546 ― 378 ―

22年9月期 6,592 ― 279 ― 287 ― 17 ―

（注）包括利益 23年9月期 391百万円 （―％） 22年9月期 50百万円 （―％）

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9月期 27.16 ― 11.4 6.5 4.7
22年9月期 1.25 1.25 0.6 3.4 4.2

（参考） 持分法投資損益 23年9月期  39百万円 22年9月期  29百万円

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9月期 8,549 3,508 41.0 251.83
22年9月期 8,292 3,117 37.6 223.72

（参考） 自己資本   23年9月期  3,508百万円 22年9月期  3,117百万円

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9月期 506 196 △219 1,764
22年9月期 860 △82 △1,139 1,294

2.  配当の状況 

 

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9月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年9月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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）

 

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) 5,600 △3.5 260 25.9 270 20.7 250 74.4 17.94
通期 11,750 △1.4 760 34.9 775 41.9 670 77.0 48.09



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  ： 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 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 438 株 22年9月期 438 株

③ 期中平均株式数 23年9月期 13,933,490 株 22年9月期 13,928,465 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年9月期の個別業績（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 

平成22年9月期は決算期変更により、平成22年4月1日から平成22年9月30日までの6ヶ月となっております。このため、対前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月期の潜在株式調整後1株当たり当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) 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9月期 11,393 ― 812 ― 759 ― 535 ―

22年9月期 6,166 ― 501 ― 495 ― 331 ―

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9月期 38.45 ―

22年9月期 23.83 23.82

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 8,736 3,916 44.8 281.08
22年9月期 8,335 3,378 40.5 242.49

（参考） 自己資本 23年9月期  3,916百万円 22年9月期  3,378百万円

2.  平成24年9月期の個別業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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）

※ 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、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく監査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「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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) 5,400 △2.4 300 △26.7 295 △29.8 275 △21.9 19.74
通期 11,400 0.1 800 △1.6 790 4.1 750 40.0 53.83
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（１）経営成績に関する分析 

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、当期の連結経営成績については、

これまでの連結経営成績との比較を容易にすべく平成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

間および平成22年９月期を合算した期間（平成21年10月１日～平成22年９月30日）（以下「前年同期」）との対比

を記載しております。 

  

（当期の経営成績） 

 ①当期における業績全般の動向 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や新興国の経済成長を背景に緩やかな回復基調が見え

始めていたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災によりサプライチェーンや電力供給などに制約が発

生する厳しい状況となりました。震災後、時間の経過と共に生産活動の回復が進んだことで上向きの動きが見られ

るようになりましたが、一方で欧米の財政悪化懸念に伴う円高が進行し株安となるなど、総体的に厳しい状況で推

移いたしました。 

海外においては、欧州における財政の先行き不安を背景に世界経済の回復基調が緩やかになっており、今後の

成り行きが懸念されております。 

このような事業環境の中、当社グループの受注は第３四半期まで回復基調を維持しましたが、第４四半期に入

り円高や景気の先行き不安の影響などから、当社の主要販売先である半導体製造、電子部品実装、液晶製造の各装

置業界からの受注が減少いたしました。利益面については、従来から進めてきた中国への生産移管の進展およびコ

スト削減努力などにより、前年同期に比べ増加いたしました。 

当連結会計年度をもって、平成20年12月に始動した親会社SCHOTT AGとの共同プロジェクト「Nozomiプロジェク

ト」が終了いたしました。同プロジェクトでは、両社の売上および利益の向上と、ショットグループとしてのシナ

ジーの追求を目標に設定し、国内外での販売、購買、製造、技術・研究開発、経理・財務管理等の幅広い分野にお

ける協力関係の構築とシナジーの追求を行いました。本プロジェクトの期間中には、いわゆる「リーマンショッ

ク」による世界的な経済混乱があり当社も大きな影響を受けましたが、プロジェクトについては両社の協働により

一定の成果を挙げることが出来ました。本プロジェクトの実施により、両社の協働体制は整ったため、これに代わ

る新たなプロジェクトは実施いたしませんが、引き続きショットグループ各社との協力関係を拡大し、当社の事業

拡大に繋げてまいります。 

当連結会計年度には、モリテックスU.S.A.,Inc.の米国地区販売に関わる事業をSCHOTT North America,Inc.へ

譲渡したことにより特別利益が発生いたしましたが、一方で、収益力の強化と業務の一層の効率化を果たすべく早

期退職優遇制度を実施し、これに伴う特別損失を計上いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度における売上高は11,917百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益は563百万円

（前年同期比61.4％増）、経常利益546百万円（前年同期比16.2％増）、当期純利益378百万円（前年同期比

558.9％増）となりました。 

 なお、当連結会計年度については利益を計上しておりますが、内部留保の充実を図るべく、無配とさせていただ

きたいと存じます。 

  

 ②当期のセグメント別の動向 

マシンビジョンシステム・工業用事業 売上高 7,952百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益 690百万円（前年同期

比25.7％減） 

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、電子部品実装および液晶製造の各装置

業界においては、東日本大震災による影響が懸念されたものの、世界的に好調なスマートフォン及びタブレットＰ

Ｃの市場拡大に牽引され、受注は総じて順調に推移いたしました。しかしながら、第４四半期に入り円高や景気の

先行き不安の影響などから、当社の主要販売先からの受注が減少いたしました。このような状況のなか、売上高は

前年と同水準となりました。営業利益については、本セグメントに関わる製品製造を中国へ移管したことに伴い、

収益構成が海外事業セグメントへ移ったことから、前年同期に比べ減少いたしました。 

  

コスメ機器事業 売上高 455百万円（前年同期比44.9％減）、営業損失 80百万円（前年同期営業損失25百万円） 

コスメ機器事業においては、東日本大震災による受注の低迷や開発の遅れなどの影響に加え、一部の化粧品メ

１．経営成績

売上高 百万円 11,917 （前年同期比 ％減）0.7

営業利益 百万円 563 （  同 ％増）61.4

経常利益 百万円 546 （  同 ％増）16.2

当期純利益 百万円 378 （  同 ％増）558.9
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ーカーでカウンセリング機器の導入時期が来期以降に延期になったことなどにより、売上高は前年同期に比べ

大きく減少いたしました。利益面については売上高の減少に伴い、営業損失が拡大いたしました。 

  

オプトコム事業 売上高 436百万円（前年同期比13.4％減）、営業損失 62百万円（前年同期営業損失128百万円） 

オプトコム事業においては、前期に引き続き中国への非球面レンズ生産の移管を進め、本格的な量産体制の準

備が整いました。当事業の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

の需要は旺盛であったものの、売上高は回復基調にあった前年同期には及びませんでした。利益面については、生

産移管関連費用が減少したため前年同期に比べ営業損失が減少いたしました。 

  

機能性材料事業 売上高 1,620百万円（前年同期比15.5％増）、営業利益 377百万円（前年同期比76.6％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、粒子類の販売が好調であったことに加え、

当期から始まった光通信業界向けファイバの販売に関するビジネスが売上高に寄与するなど、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 

  

海外事業 売上高 1,173百万円（前年同期比 16.9%増）、営業損失 214百万円(前年同期営業損失364百万円） 

海外事業においては、米国子会社であるモリテックスU.S.A.,Inc.の売上高増加や、アジア地域でのモリテック

スASIA有限公司およびモリテックスSingapore Pte.Ltd.の受注回復などから、売上高は前年同期に比べ増加いたし

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進

んでいることもあり、前年同期に比べ営業損失が減少いたしました。 

なお、これまでモリテックスU.S.A.,Inc.が担当していた当社製品類の米国地区販売に関わる事業については、

ショットグループ全体としての効率化と当社の経営資源集中の観点から、平成23年９月30日をもってSCHOTT North 

America, Inc.へ譲渡し、その後モリテックスU.S.A.,Inc.を解散することといたしました。 

  

その他の事業 売上高 279百万円（前年同期比 4.8%増）、営業損失 176百万円(前年同期営業損失115百万円） 

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

ます。当事業の売上高は前年同期に比べ増加いたしましたが、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。 

  

（次期の見通し） 

  

今後の経営環境につきましては、欧州における財政の先行き不安を背景とした海外景気の下振れ懸念が発生し

ており、予断を許さない状況となっております。また、海外の通貨安に伴う円高が続いており、国内産業に影を落

としております。 

当社グループの主要販売先である半導体製造、電子部品実装、液晶製造の各装置業界の受注は一時的に低調と

なることが見込まれ、当社の受注にも影響が出ることが想定されます。一方で、当期低調であったコスメ機器事業

においては、受注の回復が見込まれ、その他の事業におけるショットグループ製品の販売も堅実な成長が図れるも

のと見込んでおります。 

このような状況の中、当社では、当社グループのコア技術であるマシンビジョンシステム・工業用事業の有す

る技術を活用し、工作機械業界や輸送機器業界向けの販売活動や新たな市場が見込めるシステム機器の積極的販売

活動、ショットグループ製品の一層の販売促進など、既存の主要販売先各業界および主要製品の枠を超えたマーケ

ティングを展開してまいります。 

利益面については、当期に実施した諸施策の効果が見込まれる事に加え、ショットグループとしてのシナジー

の発現に引き続き取り組んでまいります。さらに次期においては、震災の影響により一時延期していたERP（統合

業務パッケージ）システムの導入に向けた活動を再開し、企業としての総合力強化に向けた取り組みを図ってまい

ります。 

      売上高   営業利益   経常利益   当期純利益 

  平成24年９月期見通し  （百万円）  11,750  760  775  670

平成23年９月期実績  （百万円）  11,917  563  546  378

 （伸長率) （％）  △1.4     34.9  41.9  77.0
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（２）財政状態に関する分析 

 （資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

  ① 当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末における総資産の残高は8,549百万円で、前連結会計年度末に比べ256百万円増加いたしました。

主な増加は、未収入金177百万円であります。主な減少は、受取手形及び売掛金245百万円であります。     

 負債の残高は5,040百万円で、前連結会計年度末に比べ134百万円減少いたしました。主な増加は、長期借入金（１

年内返済予定を含む）83百万円、事業構造改善引当金70百万円であります。主な減少は、短期借入金306百万円であ

ります。 

 純資産の残高は3,508百万円で前連結会計年度末に比べ391百万円増加いたしました。主な増加は、当期純利益378

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 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

 （注） 平成22年９月期は決算期変更により６ヶ月となっておりますので、前年同期との対比を記載しておりま

す。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減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、506百万円の収入となりました。主な増減は、たな卸資産の増加額323百万

円、売上債権の減少額159百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、196百万円の収入となりました。主な支出は、有形固定資産の取得128  

百万円であります。主な収入は、有形固定資産の売却による収入223百万円であります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、219百万円の支出となりました。主な支出は、短期借入金の返済300百万 

円、長期借入金の返済216百万円であります。主な収入は、長期借入金の借入300百万円であります。  

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

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 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 ４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

総資産 百万円 8,549 （前連結会計年度末比 ％増)3.1

総負債  百万円 5,040 （前連結会計年度末比 ％減)2.6

純資産 百万円 3,508 （前連結会計年度末比 ％増)12.6

自己資本比率 ％ 41.0 （前連結会計年度末比 ％増)3.4

  前年同期 当連結会計年度 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  1,776  506  △1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  815  196  △619

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △1,902  △219  1,683

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成22年９月期 平成23年９月期

自己資本比率（％）  50.0  47.0  36.5  37.6  41.0

時価ベースの自己資本比率（％）  39.0  39.8  47.0  45.5  62.4

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
 2.0  －  33.1  1.2  1.6

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
 26.0  －  1.5  54.7  33.1
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 ５．平成22年９月期は決算期変更により６ヶ月となっておりますので、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、６ヶ月のキャッシュ・フローおよび利払いに

対する数値となっております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元政策を経営の重要課題として捉え、適正な利益配分を安定的に継続して行うこと

を基本方針としております。当連結会計年度についてはこれまでの経営努力が実り増益となりましたが、更なる内部

留保の充実が必要であるものと判断し、無配とさせていただきたいと存じます。 

なお、次期の配当につきましても、引き続き内部留保を行い、財務体質を改善するため無配とさせていただく予

定ですが、可能な限り早い時期に配当を実施するため、今後さらなる企業体質の強化を図っていく所存です。 

  

（４）事業等のリスク 

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項

には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本開示書類の提出時(平成23年11月

11日)現在において当社グループが判断したものであります。 

  

（主力製品への依存に関して） 

当社グループでは、主力製品であるマシンビジョンレンズ、光源装置、光ファイバライトガイド、LED照明などを

組み合わせた「マシンビジョンシステム」を、半導体製造装置、電子部品実装装置および液晶製造装置の各装置業界

向けを中心に画像処理システムの光学系機器として販売しておりますが、この売上高に占める割合が高くなっており

ます。（マシンビジョンシステム・工業用事業 売上高 百万円 連結売上高構成比 ％） 

半導体製造装置、電子部品実装装置および液晶製造装置の各装置業界においては、従来から市況の変動幅が非常

に大きく、今後景気状況の急速な悪化を受けて業界全体の受注が急減する場合には、当社グループの連結業績に影響

が及ぶ可能性があります。 

  

（知的財産権に関して） 

当社は研究開発本部内に企画&IPグループを設置し、知的財産権を保全するとともに他社の知的財産権の確認を行

っておりますが、近時の知的財産権に対する一般産業界の現状から、将来において知的財産権に対する疑義を完全に

排除するには困難であり、対処方法によっては、当社グループの連結業績に影響が及ぶ可能性があります。 

なお、現在、重要な訴訟はありません。 

  

（原材料価格に関わるリスクに関して） 

当社グループはメーカーとして製品製造に従事しておりますが、原材料価格の急激な高騰が発生した場合などに

は、製品の利益率の悪化などにより、当社グループの連結業績に影響が及ぶ可能性があります。 

  

   

7,952 66.7
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 （１）事業の内容 

 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社モリテックス）、親会社、子会社６社および関連会

社２社により構成されており、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

事業などの開発・製造から販売を主要な事業として行っております。 

  

 当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

 なお、「事業区分」は「４．連結財務諸表」連結財務諸表に関する注記事項 ［セグメント情報］「１．報告セグメ

ントの概要」に記載されている事業区分と同一であります。 

 また、モリテックスEurope Ltd.他１社につきましては、親会社であるショットグループへ事業譲渡を行っており現

在清算中であります。モリテックスU.S.A.,Inc.は、ショットグループ全体としての効率化と当社の経営資源集中の観

点から平成23年９月30日をもって、SCHOTT North America,Inc.へ販売活動に関し事業譲渡いたしました。 

  

  

（※製造） 

  

２．企業集団の状況

品種別分野 主要製・商品 関係会社 

マシンビジョンシステム・工

業用事業 

マシンビジョンレンズ 

LED照明 

ライトガイド・光源 

カメラ・スタンド 

映像周辺機器 

CCDマイクロスコープ 

工業用内視鏡 

照明機器関連製品 

赤外透過検査システム 

液晶配光膜検査システム 等  

 SCHOTT AG 

 モリテックスU.S.A.,Inc. 

 モリテックスASIA有限公司 

 モリテックステクノロジーズ（深セン）有限公司

(※) 

 モリテックスSingapore Pte.Ltd. 

 株式会社モリテックス・プレシジョン 

 センサーテクノロジー株式会社（※） 

コスメ機器事業 カウンセリングシステム 

肌スコープ 

肌センサー 等  

オプトコム事業 非球面レンズ 

マイクロ球レンズ 等 

機能性材料事業 PTFEシール 

斜め巻きコイルスプリング 

医療用カテーテル部材 等 

 モリテックスU.S.A.,Inc.  

その他の事業 画像伝送用ファイバ 

光伝送用ファイバ 

インテリア照明 等  

 SCHOTT AG（※）  
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 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 
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 （２）関係会社の状況 

 （注）１．上記のうちモリテックスASIA有限公司は特定子会社に該当いたします。 

     ２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

     ３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

    ４．モリテックスEurope Ltd.およびモリテックスEurope GmbHは、現在清算中であるため、上記の表に記載し

ておりません。 

    ５．モリテックスU.S.A.,Incは、平成23年９月30日にSCHOTT North America,Inc.へ販売活動に関し事業譲渡

いたしました。 

名称 住所 
資本金又
は出資金 

主要な事業の内容
議決権の 
所有割合 
（％） 

関係内容

(親会社等)           

ショット日本ホールディング
株式会社 
  

東京都新宿区 
  

千円150,000

株式の取得、保有
および処分、なら
びに、会社経営に
関するコンサルテ
ィング業務 

 

 （－） 

71.6 当社株式保有を目的
とした企業でありま
す。 

SCHOTT Benelux B.V.  
Culembord, 
Netherlands  

千 

ユーロ 

4,537 株式の取得、保有
および処分に関わ
る業務 

 

 （71.6）

71.6
ショットグループの
投資先管理を目的と
した企業でありま
す。  

SCHOTT Glaswerke 
Beteiligungs-GmbH  

Mainz 
Germany 

千 

ユーロ 

68,100 株式の取得、保有
および処分に関わ
る業務 

 

 （71.6）

71.6
ショットグループの
投資先管理を目的と
した企業でありま
す。  

SCHOTT AG 
Mainz 
Germany 
  

千 

ユーロ 

150,000
特殊ガラス製品を
中心とした特殊材
料、部品、システ
ムの開発・製造 

 

（71.6）

71.6

主にマシンビジョン
システム・工業用事
業の製造・開発を委
託し、当社の製・商
品を販売しておりま
す。 

(連結子会社)           

モリテックス 
U.S.A.,Inc. 

San Jose, 
CA 95119  
U.S.A. 

千米ドル 500

マシンビジョンシ
ステム 
工業用事業 
コスメ機器事業 

 100.0

当社に商品を販売
し、また当社の製・
商品を販売しており
ます。 

モリテックス 
Singapore Pte.Ltd.  

Singapore 
609966 

 

千 

シンガポール

ドル

2,000
マシンビジョンシ
ステム 
工業用事業  
コスメ機器事業 

 100.0
当社の製・商品を販
売しております。 

モリテックスASIA有限公司 
KWAI Chung, 
N.T. 
H.K.  

千 

香港ドル 

31,805
マシンビジョンシ
ステム 
工業用事業  
コスメ機器事業  

 100.0
当社の製・商品を販
売しております。 

モリテックス 
テクノロジーズ（深セン） 
有限公司  

Shenzhen, 
China  

千 

香港ドル 

35,000
マシンビジョンシ
ステム 
工業用事業  
コスメ機器事業  

 

（100.0）

100.0
主にマシンビジョン
システム・工業用事
業の製造を委託して
おります。 

(持分法適用関連会社)           

株式会社モリテックス・ 
プレシジョン 

東京都渋谷区 千円 60,000
マシンビジョンシ
ステム 
工業用事業  

 33.3
当社の製・商品を販
売しております。 
  

センサーテクノロジー 
株式会社 

神奈川県厚木市 千円 45,000
マシンビジョンシ
ステム 
工業用事業 

 21.0

主にマシンビジョン
システム・工業用事
業製品の製造・開発
を委託しておりま
す。 
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（１）会社の経営の基本方針 

（経営理念） 

  当社グループは常に「独自性」と「先進性」を貫き『光』の活用をベースとした新技術、新製品の開発によって産

業界の発展と、より豊かな国際社会の実現に貢献いたします。 

  具体的には、以下の基本方針に基づき事業活動を行ってまいります。 

  ① 常にハイテクを指向する研究開発型企業として、社会の発展に貢献する。 

  ② 絶えず成長産業を研究し、その関連分野に進出する。 

  ③ オリジナルな技術を尊び、常に企業の独自性を追求する。 

  ④ 事業の垂直・水平展開による積極的発展を目指す。 

  ⑤ 時代や経済環境の変化に対し、柔軟かつスピーディーに対応する。 

  ⑥ 常に国際的なマインドを保持する企業であること。 

  ⑦ 全従業員が夢を持てる企業であること。 

  ⑧ 人と地球にやさしい企業であること。 

  これらの基本方針に基づき市場、顧客満足度の向上に努め、健全な継続的成長を実現することにより、社会、株

主、従業員にとって価値ある企業作りに励んでまいります。 

（イノベーション経営の推進） 

  技術進歩とグローバル化の同時進行で激変する経営環境下、当社グループは「CHANGE」、「INNOVATION」、「NEW

BEGINNINGS」をテーマに継続的な改善努力を重ね、また変化に柔軟に対応しつつ、「企業価値」の増大に向けて努力

してまいります。   

（総合力の強化） 

  ＜技術開発および技術展開力の強化＞ 

     蓄積された技術およびノウハウの応用展開と新技術開発へのたゆまぬ努力を重ね、高度技術（ハイテク）をも

って、社会のニーズに適合する新事業開発を積極的に展開してまいります。 

  ＜知的生産性の強化・向上＞ 

     根本的な経営資源である「人」の主体性を重んじたヒューマンネットワークを構築し、知の創造と活用をもっ

て全社的な生産性の向上に努めてまいります。 

   ＜高収益体質の強化＞ 

     コスト低減活動を強力に推進し、高収益体質を強化してまいります。 

   ＜当社グループの連携の強化＞ 

     グループ経営ビジョンのもと、情報の共有化と有効活用に努め、技術、R＆D、製造、販売、アドミニストレー

ションなどを関係会社間において、有機的に結合させ更なる発展を目指します。 

   ＜危機管理能力の強化＞ 

     激変する経営環境に対し、組織的に常に対処できる様、個々の予知、予見能力、適切な対応・判断力などを育

成してまいります。 

（グローバル経営の展開） 

  アジア、北米、欧州を有機的に結びつけ、企業理念ならびに目標の共有化を図り、同時に各地域の文化、習慣、環

境、人を尊び、真のグローバル化を目指してまいります。  

３．経営方針
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（２）目標とする経営指標 

当社グループの目標に対する基本的な考え方は、コア事業への投資を重点的に行うことにより、企業活力の維持

や企業価値向上を目指して一定の成長を持続させることを目標としております。 

当社グループとしては、出来る限り速やかに利益体質を定着化させ、早期の復配を実現することを経営課題とし

て認識するとともに、継続的な利益配当を実施するためにも利益水準の向上を目指し、営業利益率10％の確保を目標

といたします。 

   

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、「CHANGE」「INNOVATION」「NEW BEGINNINGS」をテーマに、半導体製造、電子部品実装および

液晶製造の各装置業界などを中心として、生産ラインに欠かすことのできないマシンビジョン技術をコア技術とし

て、多彩な製・商品を市場に投入し、事業規模の拡大を図ってまいりました。現在は従来の事業展開方針に加え、当

社グループのコア技術を活用し、既存の得意先業界の枠を超えたマーケティングを展開しつつ業容の拡大を図るべく

活動を行っております。 

また、当社グループはドイツのショットグループの傘下企業として、親会社であるショットグループのライティ

ング・イメージング部門が保有する製品群を販売することが可能であることから、航空機・自動車などの移動体機材

分野やメディカル分野、画像伝送用分野などの事業分野への販売活動を拡大していくとともに、当社の技術を付加し

たより付加価値の高い製品の提案などを行い、現在の当社グループの主要販売先である半導体製造装置、電子部品実

装装置、液晶製造装置の各業界への依存度低減をはかってまいります。これに加え、ショットグループの持つ強いブ

ランド力と世界的な販売網、高い技術力を活用し、シナジー効果を早急に具現化することにより、企業価値の 大化

を目指してまいります。 

  

（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、国内においては円高が続くことによる輸出への影響が懸念され、海外において

は欧州における財政の先行き不安を背景とした海外景気の下振れ懸念があるなど、先行きの不透明感が増しつつあり

ます。当社グループの主要販売先である半導体製造、電子部品実装および液晶製造の各装置業界における受注は一段

落し、緩やかになるものと見込まれます。 

このような状況の中、当社グループでは利益体質の定着を図るため、これまでに主力事業への経営資源の集中を

主眼とした事業構造改革を実施しておりますが、これをさらに進め一層の収益力強化を図ってまいる所存です。 

また、当社グループはショットグループの傘下企業であることから、ショットグループとの業務シナジーを 大

限引き出しながら、事業のグローバル展開の加速を図ってまいります。 

 具体的な取り組みについては以下のとおりであります。 

  

マシンビジョンシステム・工業用事業 

マシンビジョンシステム・工業用事業では、主要販売先である半導体製造、電子部品実装および液晶製造の各装

置業界において、これまでに確立したマシンビジョンシステムメーカーとしての地位をより強固にすべく、高付加価

値製品の開発と販売活動に注力してまいります。また、工作機械業界や輸送機器業界向けの販売活動や新たな市場が

見込めるシステム機器の積極的販売活動など、既存の主要販売先各業界および主要製品の枠を超えたマーケティング

を展開してまいります。加えて、ショットグループ各社との連携強化を図り、新製品の開発、海外展開を加速してま

いります。 

  

コスメ機器事業 

コスメ機器事業では、大手化粧品メーカー向け製品の入れ替え需要への対応や、独自技術による各種センサーや

特殊カメラの開発を進めるとともに、美容医療、セルフカウンセリング（ドラッグストア）などの分野への進出と海

外展開により販売拡大を図ってまいります。 
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オプトコム事業 

オプトコム事業では、主力製品である光通信市場向け通信用レンズを中心に、中国への生産移管による生産コス

トの低減効果を活用し、顧客からの要望に対応しながらの利益体質の確立を目指してまいります。また、ショットグ

ループ各社との連携強化により、販路の拡大と販売の効率化を図ってまいります。 

  

機能性材料事業 

機能性材料事業では、引き続き重点販売品目である医療用カテーテル分野への各種チューブや各種粒子、シール

材に注力すると共に、前期より具体化した光通信業界向けファイバの販売に関するビジネスの拡大を図り、事業拡大

を目指してまいります。また、新規商材の開発についても、積極的に取り組んでまいります。 

  

海外事業 

 海外事業では、当社グループの主力生産拠点となったモリテックステクノロジーズ（深セン）有限公司における

コスト削減に取り組み、利益の拡大を目指してまいります。  

  

その他の事業 

その他の事業では、ショットグループ製品の販売を行っていることから、従来当社グループが販売していなかっ

た航空機・自動車などの移動体機材分野やメディカル分野、画像伝送用分野など、新規業界への販売ルート開拓を行

ってまいります。 

  

（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。   
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 876,876 388,515

関係会社預け金 417,335 1,376,465

受取手形及び売掛金 ※2  2,163,307 ※2  1,918,101

商品及び製品 1,551,873 1,634,513

仕掛品 190,552 294,539

原材料及び貯蔵品 552,764 645,032

前払費用 108,645 93,328

未収入金 46,406 224,325

繰延税金資産 311,868 304,748

その他 11,371 34,454

貸倒引当金 △1,966 △27,647

流動資産合計 6,229,035 6,886,379

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,265,493 720,560

減価償却累計額 △684,767 △328,626

建物及び構築物（純額） 580,726 391,934

機械装置及び運搬具 892,617 854,798

減価償却累計額 △726,990 △725,705

機械装置及び運搬具（純額） 165,627 129,093

工具、器具及び備品 1,523,740 1,363,997

減価償却累計額 △1,299,505 △1,153,472

工具、器具及び備品（純額） 224,234 210,525

土地 93,050 8,750

リース資産 7,780 4,881

減価償却累計額 △2,828 △2,680

リース資産（純額） 4,951 2,201

有形固定資産合計 1,068,590 742,504

無形固定資産   

借地権 35,994 34,553

ソフトウエア 132,807 84,997

その他 3,399 3,305

無形固定資産合計 172,201 122,856

投資その他の資産   

投資有価証券 40,036 15,695

関係会社株式 ※1  253,345 ※1  289,486

破産更生債権等 2,167 3,101

差入保証金 151,954 150,897

繰延税金資産 52 －

投資不動産 590,371 591,079

減価償却累計額 △225,615 △249,197

投資不動産（純額） 364,756 341,882

その他 12,933 150

貸倒引当金 △2,167 △3,101
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

投資その他の資産合計 823,079 798,111

固定資産合計 2,063,870 1,663,472

資産合計 8,292,905 8,549,852

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,355,662 2,252,513

短期借入金 370,200 63,895

1年内返済予定の長期借入金 191,600 204,350

未払金 323,350 351,731

リース債務 1,204 845

未払法人税等 25,500 39,425

賞与引当金 207,249 196,583

事業構造改善引当金 66,527 137,466

資産除去債務 4,937 －

その他 88,865 164,842

流動負債合計 3,635,097 3,411,653

固定負債   

長期借入金 454,350 525,000

リース債務 4,071 1,498

退職給付引当金 983,233 1,006,397

受入保証金 13,190 20,502

負ののれん 4,810 －

繰延税金負債 3,625 81

資産除去債務 77,263 75,852

固定負債合計 1,540,544 1,629,331

負債合計 5,175,641 5,040,984

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 △3,498,106 △3,119,645

自己株式 △326 △326

株主資本合計 3,209,505 3,587,966

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,972 13

為替換算調整勘定 △90,269 △79,113

その他の包括利益累計額合計 △92,241 △79,099

純資産合計 3,117,264 3,508,867

負債純資産合計 8,292,905 8,549,852
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,592,509 11,917,824

売上原価 ※6  4,613,536 ※6  8,175,218

売上総利益 1,978,973 3,742,605

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,699,693 ※1, ※2  3,179,156

営業利益 279,280 563,449

営業外収益   

受取利息及び配当金 898 867

仕入割引 29 26

貸倒引当金戻入額 531 －

助成金収入 3,358 －

負ののれん償却額 4,810 4,810

持分法による投資利益 29,661 39,325

受取家賃 35,935 99,670

保険解約返戻金 48,065 －

貯蔵品売却益 － 10,353

雑収入 17,370 5,003

営業外収益合計 140,662 160,057

営業外費用   

支払利息 15,740 15,294

手形売却損 2,884 6,372

売上債権売却損 10,683 21,409

為替差損 69,926 53,695

不動産賃貸費用 32,931 80,640

営業外費用合計 132,166 177,411

経常利益 287,776 546,094

特別利益   

固定資産売却益 － 44

投資有価証券売却益 － 6,428

事業構造改善引当金戻入額 862 8,081

事業譲渡益 － 122,608

特別利益合計 862 137,162

特別損失   

固定資産売却損 － 9

固定資産除却損 ※3  24,597 ※3  16,904

投資有価証券評価損 － 10,253

関係会社株式売却損 49,542 －

減損損失 ※5  285,228 ※5  7,356

事業構造改善費用 ※4  151,041 ※4  159,244

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,438 －

災害による損失 － 28,886

特別損失合計 553,848 222,654

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△265,209 460,602

法人税、住民税及び事業税 19,020 77,007

法人税等調整額 △301,688 5,133

法人税等合計 △282,667 82,141
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 17,458 378,461

当期純利益 17,458 378,461
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 378,461

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 1,985

為替換算調整勘定 － 11,155

その他の包括利益合計 － 13,141

包括利益 － 391,602

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 391,602

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,320,256 3,320,279

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 23 －

当期変動額合計 23 －

当期末残高 3,320,279 3,320,279

資本剰余金   

前期末残高 3,387,658 3,387,658

当期末残高 3,387,658 3,387,658

利益剰余金   

前期末残高 △3,515,564 △3,498,106

当期変動額   

当期純利益 17,458 378,461

当期変動額合計 17,458 378,461

当期末残高 △3,498,106 △3,119,645

自己株式   

前期末残高 △309 △326

当期変動額   

自己株式の取得 △16 －

当期変動額合計 △16 －

当期末残高 △326 △326

株主資本合計   

前期末残高 3,192,041 3,209,505

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 23 －

当期純利益 17,458 378,461

自己株式の取得 △16 －

当期変動額合計 17,464 378,461

当期末残高 3,209,505 3,587,966

- 17 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 60 △1,972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,032 1,985

当期変動額合計 △2,032 1,985

当期末残高 △1,972 13

為替換算調整勘定   

前期末残高 △125,522 △90,269

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,252 11,155

当期変動額合計 35,252 11,155

当期末残高 △90,269 △79,113

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △125,461 △92,241

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,220 13,141

当期変動額合計 33,220 13,141

当期末残高 △92,241 △79,099

純資産合計   

前期末残高 3,066,579 3,117,264

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 23 －

当期純利益 17,458 378,461

自己株式の取得 △16 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,220 13,141

当期変動額合計 50,684 391,602

当期末残高 3,117,264 3,508,867
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10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   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△265,209 460,602

減価償却費 147,431 253,725

減損損失 285,228 7,356

負ののれん償却額 △4,810 △4,810

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,122 23,164

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,041 △10,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,240 26,784

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 58,004 70,939

固定資産除却損 24,597 16,904

固定資産売却損益（△は益） － △35

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,428

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,253

関係会社株式売却損益（△は益） 49,542 －

事業譲渡損益（△は益） － △122,608

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,438 －

持分法による投資損益（△は益） △29,661 △39,325

受取利息及び受取配当金 △898 △867

支払利息 15,740 15,294

投資不動産賃借費用 21,834 59,500

受取家賃 △35,935 △99,670

為替差損益（△は益） 1,362 1,353

助成金収入 △3,358 －

保険返戻金 △48,065 －

売上債権の増減額（△は増加） △116,424 159,246

たな卸資産の増減額（△は増加） △268,056 △323,964

仕入債務の増減額（△は減少） 837,564 △10,906

その他の流動資産の増減額（△は増加） △32,621 △31,253

その他の流動負債の増減額（△は減少） 117,640 127,340

小計 856,265 581,930

利息及び配当金の受取額 898 867

関係会社からの配当金の受取額 2,417 2,890

利息の支払額 △15,740 △15,294

助成金の受取額 3,358 －

保険金の受取額 48,065 －

法人税等の支払額 △34,786 △64,067

営業活動によるキャッシュ・フロー 860,478 506,326
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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 △100,461 △128,567

有形固定資産の売却による収入 － 223,165

無形固定資産の取得による支出 △11,945 △3,159

投資有価証券の取得による支出 △513 △1,055

投資有価証券の売却による収入 － 23,567

事業譲渡による収入 37,070 ※2  32,925

投資不動産の賃貸による収入 14,567 37,352

投資その他の資産に関する収入・支出（純額） 6,513 12,007

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※3  △27,728 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,496 196,234

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） △1,000,000 △300,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △126,300 △216,600

新株予約権の行使による株式の発行による収入 23 －

自己株式の取得による支出 △16 －

リース債務の返済による支出 △13,036 △2,932

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,139,330 △219,532

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,564 △12,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,912 470,769

現金及び現金同等物の期首残高 1,670,124 1,294,211

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,294,211 ※1  1,764,981
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 該当事項はありません。 

  

   

(５）継続企業の前提に関する注記

(６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項   子会社は全て連結しております。当該連

結子会社は、モリテックスU.S.A.,Inc.、

モリテックスEurope Ltd.、モリテックス

Singapore Pte.Ltd.、モリテックスASIA有

限公司、モリテックステクノロジーズ（深

セン）有限公司およびモリテックスEurope 

GmbHの６社であります。 

 なお、前連結会計年度において連結子会

社でありましたモリテックス香港有限公司

については、平成22年５月１日に全株式を

譲渡したことにより、連結の範囲から除い

ております。 

  子会社は全て連結しております。当該連

結子会社は、モリテックスU.S.A.,Inc.、

モリテックスEurope Ltd.、モリテックス

Singapore Pte.Ltd.、モリテックスASIA有

限公司、モリテックステクノロジーズ（深

セン）有限公司およびモリテックスEurope 

GmbHの６社であります。 

  

２ 持分法の適用に関する事

項 

  関連会社については持分法を適用してお

ります。 

  持分法適用会社は株式会社モリテック

ス・プレシジョンおよびセンサーテクノロ

ジー株式会社の２社であります。 

 上記２社の決算日は３月末日であり、当

連結会計年度（６ヶ月）においては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を採用しております。 

  関連会社については持分法を適用してお

ります。 

  持分法適用会社は株式会社モリテック

ス・プレシジョンおよびセンサーテクノロ

ジー株式会社の２社であります。 

 上記２社の決算日は３月末日であり、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を採用しております。 

３ 連結決算日の変更に関す

る事項 

 当社は、連結決算日（当社の事業年度の

末日）を毎年３月末日としておりました

が、平成20年10月より親会社となりました

SCHOTT AGの事業年度の末日が毎年９月末

日であることを踏まえて、同社と事業年度

を一致させることによりグループ経営効率

化を図るため、平成22年６月25日開催の第

38回定時株主総会の決議により、連結決算

日を毎年９月末日に変更しております。 

 当該変更に伴い、決算期変更の経過期間

となる当連結会計年度の期間は、平成22年

４月１日から平成22年９月末日までの６ヶ

月となっております。 

──────────── 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

４ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、モリテックスEurope 

Ltd.、モリテックステクノロジーズ (深セ

ン)有限公司およびモリテックスEurope 

GmbHの決算日は12月末日であります。 

 モリテックスEurope Ltd.およびモリテ

ックスEurope GmbHについては、平成22年

１月１日から平成22年６月末日までの６ヶ

月間の財務諸表を採用し、連結決算日まで

の間に生じた重要な取引については連結上

必要な調整を行っております。 

 モリテックステクノロジーズ(深セン)有

限公司については、当連結会計年度より、

連結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を採用しております。当連結会計

年度（６ヶ月）の連結財務諸表の作成にあ

たっては、平成22年１月１日から平成22年

９月末日までの９ヶ月の会計期間の財務諸

表を採用しております。 

  モリテックスSingapore Pte.Ltd.につい

ては、従来から決算日が12月末日であり、

決算日と連結決算日との差異が３ヶ月以内

であるため同決算日現在の財務諸表を採用

しておりましたが、当社と同様に決算日を

９月末日に変更しております。当連結会計

年度（６ヶ月）の連結財務諸表の作成にあ

たっては、平成22年１月１日から平成22年

９月末日までの９ヶ月の会計期間の財務諸

表を採用しております。 

 モリテックスU.S.A.,Inc.については、

従来から決算日が２月末日であり、決算日

と連結決算日との差異が３ヶ月以内である

ため同決算日現在の財務諸表を採用してお

りましたが、当社と同様に決算日を９月末

日に変更しております。当連結会計年度

（６ヶ月）の連結財務諸表の作成にあたっ

ては、平成22年３月１日から平成22年９月

末日までの７ヶ月の会計期間の財務諸表を

採用しております。  

 連結子会社のうち、モリテックスEurope 

Ltd.、モリテックステクノロジーズ (深セ

ン)有限公司およびモリテックスEurope 

GmbHの決算日は12月末日であります。 

 モリテックスEurope Ltd.およびモリテ

ックスEurope GmbHについては、平成22年

７月１日から平成23年９月末日までの15ヶ

月間の財務諸表を採用しております。 

 モリテックステクノロジーズ(深セン)有

限公司については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を採用してお

ります。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

５ 会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

1）有価証券 

売買目的有価証券 

時価法（売却原価は、移動平均法

により算定） 

1）有価証券 

売買目的有価証券 

同左 

  満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

満期保有目的の債券 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

 なお、連結決算日において売買目的

有価証券および満期保有目的の債券に

該当する有価証券はありません。 

  

  2）たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）によっており

ます。 

2）たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）につ

いては、定額法によっております。 

  在外連結子会社は定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は、建物及び構

築物15年～50年、機械装置及び運搬具

２年～９年、工具、器具及び備品は２

年～15年であります。 

1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

2）無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法によっております。 

 ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいて定額法によってお

ります。 

2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  3）リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

3）リース資産 

同左 

   4）投資不動産 

  定率法を採用しております。  

  ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）につ

いては、定額法によっております。 

  なお、主な耐用年数は、建物及び構

築物は15年～38年であります。  

 4）投資不動産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準  

1）貸倒引当金 

 当社は、債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

 また、在外連結子会社は個別に債権

の回収可能性を検討し回収不能見込額

を計上しております。  

1）貸倒引当金 

同左 

  2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち当連結会計年度負担

額を計上しております。 

2）賞与引当金 

同左 

  3）事業構造改善引当金 

 事業構造改善のため、今後発生が見

込まれる費用および損失について、合

理的に見積もられる金額を計上してお

ります。 

3）事業構造改善引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

(3）重要な引当金の計上基

準  

4）退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しています。 

 数理計算上の差異の発生額は発生年

度に一括費用処理しております。 

 なお、割引率は ％（前連結会計

年度は ％）を適用しております。 

1.50

2.00

4）退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しています。 

 数理計算上の差異の発生額は発生年

度に一括費用処理しております。 

 なお、割引率は ％（前連結会計

年度は ％）を適用しております。 

1.75

1.50

(4）重要なヘッジ会計の方

法 

1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、為替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を充たしている

場合には振当処理を、金利スワップに

ついて特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用しておりま

す。 

────────────  

  2）ヘッジ手段とヘッジ対象   

  ヘッジ手段・・金利スワップ   

  ヘッジ対象・・長期借入金   

  3）ヘッジ方針 

 金利リスクの低減ならびに金融収支

改善のため、対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。 

  

  4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動

又はキャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によって有

効性を評価しております。 

 ただし、特例処理によっている金利

スワップについては、有効性の評価を

省略しております。  

  

(5）のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

────────────    のれんの償却及び負ののれんについて

は、５年間の定額法により償却を行ってお

ります。  

(6）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

────────────   手許現金、要求払預金および取得日から

３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的投資を資金の範囲としております。 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

──────────── 消費税等の会計処理方法  

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の定

額法により償却を行っております。 

──────────── 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

  手許現金、要求払預金および取得日から

３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的投資を資金の範囲としております。 

──────────── 

８ その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理方法  

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。  

──────────── 
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(７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

（資産除去債務に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）および

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。  

 これにより、営業利益および経常利益は2,482千円、税

金等調整前当期純利益は45,921千円減少しております。  

──────────── 

(８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

（連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号

平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当

連結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純利益」の

科目で表示しております。  

──────────── 

(９）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

──────────── （包括利益の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 
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(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成23年９月30日） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

関係会社株式  253,345千円 関係会社株式  289,486千円

※２ 受取手形割引残高 433,528千円 ※２ 受取手形割引残高 392,968千円 

   輸出手形遡及債務 4,349千円    輸出手形遡及債務 1,557千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

  おりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

  おりであります。 

給料手当 598,694千円

賞与引当金繰入額 115,958千円

退職給付費用 38,070千円

福利厚生費 99,364千円

地代家賃 72,387千円

広告宣伝費 30,101千円

販売促進費 13,924千円

旅費交通費 101,291千円

減価償却費 59,185千円

研究開発費 89,078千円

給料手当 1,190,001千円

賞与 136,191千円

賞与引当金繰入額 117,287千円

退職給付費用 35,028千円

福利厚生費 214,733千円

地代家賃 139,914千円

広告宣伝費 43,677千円

販売促進費 25,292千円

旅費交通費 162,200千円

減価償却費 89,922千円

研究開発費 201,339千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  は、次のとおりであります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  は、次のとおりであります。 

一般管理費 89,078千円

当期製造費用  －   

合計 89,078千円

一般管理費 201,339千円

当期製造費用  －   

合計 201,339千円

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 14,297千円

機械装置及び運搬具 4,635千円

工具、器具及び備品 5,168千円

その他 496千円

合計     24,597千円

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 5,390千円

機械装置及び運搬具 2,587千円

工具、器具及び備品 7,873千円

その他 1,053千円

合計     16,904千円

※４ 事業構造改善費用の内容は次のとおりであります。

特別退職金     30,078千円

拠点統廃合費用 100,287千円

グループ内生産移管に伴う費用 20,675千円

合計 151,041千円

※４ 事業構造改善費用の内容は次のとおりであります。

特別退職金     120,366千円

拠点統廃合費用 21,777千円

業務委託費 15,600千円

その他 1,500千円

合計 159,244千円

- 28 -



当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

※５ 減損損失  

   当連結会計年度において,当社グループは以下の資

産グループについて減損損失 千円を計上いた

しました。 

当社グループは、事業用資産について各事業セグメ 

ントを基礎としつつ、経営管理単位を勘案しグルーピ

ングを行っております。 

 上記資産グループについては、生産活動が終了した

ことにより減損損失を認識いたしました。回収可能価

額は固定資産税評価額および売却予定価額等を考慮し

た正味売却価額によっております。 

285,228

場所 用途 種類 
金額 

（千円） 

全 

社 

矢板事業

所 
事業用資産 

建物及び構築物  189,795

機械装置及び運搬具  3,582

工具、器具及び備品  2,150

土地  89,700

矢板事業所合計  285,228

  減損損失合計  285,228

※５ 減損損失  

   当連結会計年度において,当社グループは以下の資

産グループについて減損損失 千円を計上いたし

ました。 

当社グループは、事業用資産について各事業セグメ 

ントを基礎としつつ、経営管理単位を勘案しグルーピ

ングを行っております。 

 上記資産グループについては、売却が決定したこと

により売却価額まで減損損失を認識いたしました。な

お、平成23年９月16日に引渡を完了しております。 

7,356

場所 用途 種類 
金額 

（千円） 

全 

社 

矢板事業

所 
事業用資産 建物及び構築物  7,356

矢板事業所合計  7,356

  減損損失合計  7,356

※６ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

千円 539,884

※６ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

千円 420,668

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円50,678

少数株主に係る包括利益 千円－

計 千円50,678

その他の有価証券評価差額金 千円△2,032

為替換算調整勘定 千円35,252

計 千円33,220
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.発行済株式の当連結会計年度増加株式数は、新株予約権の行使によるものであります。   

    ２.自己株式の当連結会計年度増加株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

    

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）第２回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はありません。  

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  13,910,928  23,000  －  13,933,928

合計  13,910,928  23,000  －  13,933,928

自己株式           

普通株式  378  60  －  438

合計  378  60  －  438

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 
第２回新株予約権  

（ストック・オプション） 
普通株式  23,000  －  23,000  －  －

合計 －  23,000  －  23,000  －  －
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当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はありません。  

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  13,933,928  －  －  13,933,928

合計  13,933,928  －  －  13,933,928

自己株式           

普通株式  438  －  －  438

合計  438  －  －  438
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係 

現金及び預金 876,876千円 

関係会社預け金  417,335千円

現金及び現金同等物 1,294,211千円 

現金及び預金 388,515千円 

関係会社預け金  1,376,465千円

現金及び現金同等物 1,764,981千円 

※２      ─────────── ※２ 当連結会計年度に事業の譲渡により減少した資産の

内訳は次のとおりであります。 

  

流動資産 156,264千円 

固定資産 3,821千円

資産合計 160,086千円

流動負債 69,356千円

固定負債 －千円

負債合計 69,356千円 

※３ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の売却により、モリテックス香港有限公司が連

結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産および

負債の内訳ならびに株式の売却価額と「連結の範囲の

変更を伴う子会社株式の売却による支出」との関係は

次のとおりであります。 

※３      ───────────  

流動資産 125,875千円 

固定資産  0千円 

資産合計 125,875千円 

流動負債 △98,109千円 

固定負債 △4,229千円 

負債合計  △102,339千円 

為替換算調整勘定 26,005千円 

関係会社株式売却損  △49,542千円 

連結子会社株式の売却価額     －千円 

連結子会社の現金及び現金同等物 △27,728千円 

連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の売却による支出 

△27,728千円 
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  

１．事業の譲渡 

（１）分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日および法定形式を含む

取引の概要 

 当社は、平成22年１月28日開催の取締役会において、当社子会社であるモリテックスEurope Ltd.(以下「当

該子会社」という）の展開する欧州での販売活動の強化を図るため、親会社であるSCHOTT AGおよびショットグ

ループの英国法人であるSCHOTT UK Ltdへ当該子会社の事業譲渡を行うとともに、当該子会社のドイツ現地法人

であるモリテックスEurope GmbH（当社の孫会社、以下「当該孫会社」という）については、親会社である

SCHOTT AGへ資産譲渡を行い、その後、当該子会社および当該孫会社を解散することといたしました。  

①分離先企業の名称 

当該子会社の事業譲渡先の名称 

SCHOTT UK Ltd、SCHOTT AG 

当該孫会社の資産譲渡先の名称 

SCHOTT AG 

②分離した事業の内容 

当社製品類のヨーロッパ地区販売 

平成21年12月期における経営成績 

 純資産       35,004千円 

 資産       112,992千円 

 負債        77,988千円 

 売上高      183,259千円 

 営業損失     17,208千円 

 経常損失     20,490千円 

 当期純損失    21,018千円 

③事業分離を行った主な理由 

 当社では、当社製品の欧州地域での販売活動について強化を図るべく検討を進めてまいりましたが、欧州地域

における販売活動につきましては、当社が当該子会社を通じて行うよりも、ドイツに本社を置き、欧米において

強いブランドイメージと販売力を持つ親会社であるショットグループに事業を譲渡して販売活動を行うことが望

ましいとの判断に至り、協議を続けてまいりました結果、当該子会社が英国で展開している事業については親会

社であるSCHOTT AGおよびショットグループの英国法人であるSCHOTT UK Ltdに事業譲渡を行い、当該子会社のド

イツ現地法人である当該孫会社については、親会社であるSCHOTT AGへ資産譲渡を行い、SCHOTT AGが当社製品の

販売を継承することで、譲渡契約を締結することとなりました。 

④事業分離日 

平成22年３月17日  

⑤法的形式を含むその他取引の概要に関する事項 

受取対価を現金等の財産のみとする事業および資産の譲渡  

(２) 実施した会計処理の概要 

①譲渡した資産、負債の帳簿価額 

モリテックスEurope Ltd. 

 棚卸資産     26,071千円 

 固定資産        92千円 

 その他        557千円 

 合計       26,722千円 

モリテックスEurope GmbH 

 棚卸資産      1,700千円 

 合計        1,700千円  

②会計処理 

   移転した資産の帳簿価額と受取対価が同額のため、移転損益は発生していません。  

③分離した事業が含まれていた報告セグメント 

      海外事業 

④当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額  

   売上高   49,102千円    

   営業損失 15,346千円 

  

（企業結合等関係）
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２．共通支配下の取引等 

（１）対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称お
よび取引の目的  

①対象となった事業の名称およびその事業の内容 

 事業の名称  モリテックス香港有限公司の光応用機器事業 

 事業の内容  主として当社光応用機器事業の製品販売、製造に係る事業を行っています。 

②企業結合日 

  平成22年５月１日 

③企業結合の法的形式 

 モリテックス香港有限公司（譲渡時点では当社の連結子会社）を譲渡会社、モリテックスASIA有限公司（当社

の連結子会社）を譲受会社とする事業譲渡 

④結合後企業の名称 

  モリテックスASIA有限公司（当社の連結子会社） 

⑤その他取引の概要に関する事項 

  当社の子会社であったモリテックス香港有限公司（以下「モリテックス香港」という）では、(1)当社の孫会社

に当たるモリテックステクノロジーズ（深セン）有限公司（以下「モリテックステクノロジーズ」という）の親

会社として当社光応用機器事業の製品製造を行うとともに、（2）同社所有の觀瀾（ガンラン）工場にテナントビ

ジネスで入居している様々な日本の会社へ管理事務のサービスを行ってまいりました。モリテックス香港および

觀瀾（ガンラン）工場の業務活動は、中国政府からの認可を得て行っております。 

 今般当社生産拠点の集約を行うに当たり、当社では中国での活動に関してはモリテックステクノロジーズが行

っている当社光応用機器事業の製品製造に集約し、テナントビジネス業務については継続しない方向で検討を進

めてまいりました。 

 その過程において、テナントビジネスについては譲渡の方向で検討を進めておりましたが、第三者である

OptiRom Co.,Ltd.が事業の継承に興味があるとのことであったため、当社で検討した結果、モリテックス香港に

ついては会社自体を譲渡することで認可を受けている管理事務のサービスを含め、事業の移管が速やかに進むと

判断いたしました。モリテックステクノロジーズについてはグループ内に残すべく、モリテックステクノロジー

ズの株式およびその他の光応用機器事業の製品製造に関連する資産負債を新設子会社であるモリテックスASIA有

限公司へ譲渡しました。これにより、当社子会社であるモリテックス香港の株式はOptiRom Co.,Ltd.へ譲渡を行

い、当社光応用機器事業の製品販売、製造に係る事業は当社子会社であるモリテックスASIA有限公司へ移管する

こととなりました。  

（２）実施した会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）および「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配

下の取引として処理しております。 
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当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

１．事業の譲渡 

（１）分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日および法定形式を含む

取引の概要 

 当社は、平成23年8月25日開催の取締役会において、当社子会社であるモリテックスU.S.A.,Inc.（以下「当該

子会社」という）の展開する米国での販売活動の強化を図るため、当社と同じショットグループのSCHOTT North 

America,Inc.へ当該子会社の事業譲渡を行うとともに、その後、当該子会社を解散することを決議いたしまし

た。 

①分離先企業の名称 

 SCHOTT North America,Inc. 

②分離した事業の内容 

 当社製品類の米国地区販売 

③事業分離を行った主な理由 

 当社では、親会社であるSCHOTT AGを中心とするショットグループの企業として、米国地域における当社製品

の販売については、同じショットグループ内で米国に本社を置くSCHOTT North America,Inc.が担当することで

従来以上の効果的な事業運営が可能となり、且つ、当社にとっても経営資源をアジア地域に集中することが出来

ることから、事業譲渡契約を締結することとなりました。 

 なお、当該子会社につきましては、販売活動に関する事業譲渡の完了後、機能性材料の輸入等に関する業務を

当社へ移管の上、現地の法に基づく所定の期間をおき解散および清算する予定です。 

④事業分離日 

 平成23年９月30日  

⑤法的形式を含むその他取引の概要に関する事項 

 受取対価を現金等の財産のみとする事業および資産の譲渡  

(２) 実施した会計処理の概要 

①譲渡した資産、負債の帳簿価額 

モリテックスU.S.A.,Inc. 

  流動資産     156,264千円 

 固定資産       3,821千円 

 資産合計     160,086千円 

  流動負債      69,356千円 

 負債合計      69,356千円  

②会計処理 

 移転した海外事業に関する投資は清算されたものとみて、移転したことにより受け取った対価となる財の時価

と、移転した事業に係る株主資本相当額との差額を移転損益として認識しております。  

③分離した事業が含まれていた報告セグメント 

  海外事業 

④当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額  

 売上高    千円    

 営業利益    千円 

474,077

16,011
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Ⅰ 前連結会計年度（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

源の配分の決定およ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、「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」および「その他の事業」の６つの事業を行っており、それぞれ事業ごとに製造・開

発、販売計画を策定し、包括的な事業戦略の立案、意志決定を行っており、上記を報告セグメントとしており

ます。 

 「マシンビジョンシステム・工業用事業」は、半導体製造装置、電子部品実装装置および液晶製造装置の各

装置業界向けを中心に、マシンビジョンレンズ、光源装置、光ファイバライトガイド、LED照明などを組み合

わせ、画像処理システムの光学系機器として、また、当社の保有する光学技術を活用し、エレクトロニクスメ

ーカーの検査部門などへ工業製品分野向けCCD顕微鏡などを製造・販売しております。 

 「コスメ機器事業」は、化粧品業界向けにコスメティック用肌カウンセリングシステムを製造・販売してお

ります。 

 「オプトコム事業」は、光通信関連業界向けに光部品・光モジュールなどを製造・販売しております。 

 「機能性材料事業」は、当社が国内販売権を持つ各種ポリイミドチューブや各種シール材、粒子などの材料

ならびに商品を輸入し、販売しております。 

 「海外事業」は、主に当社連結子会社による当社製品を製造・販売しております。 

 「その他の事業」は、主にショットグループ製品を販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替高は市場

実勢価格に基づいております。  

  

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

- 36 -



３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

      （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、光学機材などを含んでおります。 

２．① セグメント損益の調整額△180,021千円には、セグメント間取引消去△87,538千円、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など△92,483千円が含まれております。 

② セグメント資産の調整額3,422,683千円には、全社資産3,564,030千円、セグメント間消去△141,347千円が

含まれております。 

③ その他の項目の減価償却費調整額51,003千円は、全社資産の償却費であります。また有形固定資産及び無

形固定資産の増加額の調整額16,045千円は、全社資産の増加額であります。 

３．セグメント損益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

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 

売上高                   

外部顧客への

売上高 
 4,395,257  351,445  271,016  742,135  656,323  176,332  6,592,509 －  6,592,509

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 192,186  38,054  183  －  772,934  265  1,003,624  △1,003,624  －

計  4,587,443  389,500  271,199  742,135  1,429,257  176,598  7,596,134  △1,003,624  6,592,509

セグメント損益  768,498  △57,186  △35,569  120,180  △258,380  △78,239  459,302  △180,021  279,280

セグメント資産  3,452,433  316,939  321,555  328,345  99,247  351,700  4,870,221  3,422,683  8,292,905

その他の項目    

減価償却費  35,810  2,849  10,120  358  39,686  7,601  96,427  51,003  147,431

有形固定資産及び 

無形固定資産の増

加額  

 81,926  4,848          －  1,400  13,250  －  101,424  16,045  117,469
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Ⅱ 当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日）  

  

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

源の配分の決定およ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、「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」および「その他の事業」の６つの事業を行っており、それぞれ事業ごとに製造・開

発、販売計画を策定し、包括的な事業戦略の立案、意志決定を行っており、上記を報告セグメントとしており

ます。 

 「マシンビジョンシステム・工業用事業」は、半導体製造、電子部品実装、液晶製造の各装置業界向けを中

心に、マシンビジョンレンズ、光源装置、光ファイバライトガイド、LED照明などを組み合わせ、画像処理シ

ステムの光学系機器として、また、当社の保有する光学技術を活用し、エレクトロニクスメーカーの検査部門

などへ工業製品分野向けCCD顕微鏡などを製造・販売しております。 

 「コスメ機器事業」は、化粧品業界向けにコスメティック用肌カウンセリングシステムを製造・販売してお

ります。 

 「オプトコム事業」は、光通信関連業界向けに光部品・光モジュールなどを製造・販売しております。 

 「機能性材料事業」は、当社が国内販売権を持つ各種ポリイミドチューブや各種シール材、粒子などの材料

ならびに商品を輸入し、販売しております。 

 「海外事業」は、主に当社連結子会社による当社製品を製造・販売しております。 

 「その他の事業」は、主にショットグループ製品を販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益および振替高は市場

実勢価格に基づいております。  
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３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

      （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、主にショットグループ製品を販売しております。 

２．① セグメント損益の調整額 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など 千円が含まれております。 

② セグメント資産の調整額 千円には、全社資産 千円、セグメント間消去 千円

が含まれております。 

③ その他の項目の減価償却費調整額 千円は、全社資産の償却費であります。また有形固定資産及び無

形固定資産の増加額の調整額 千円は、全社資産の増加額であります。 

３．セグメント損益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

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  

売上高                   

外部顧客への

売上高 
 7,952,056  455,504  436,041  1,620,530  1,173,855  279,835  11,917,824  －  11,917,824

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 444,320  87,042  117,754      －  1,290,611  －  1,939,729  △1,939,729  －

計  8,396,377  542,547  553,795  1,620,530  2,464,467  279,835  13,857,553  △1,939,729 11,917,824

セグメント損益  690,067  △80,789  △62,967  377,949  △214,574  △176,901  532,782  30,666  563,449

セグメント資産  3,243,135  236,614  209,485  326,583  1,524,375  65,210  5,605,404  2,944,447  8,549,852

その他の項目     

減価償却費  125,398  11,320  10,035  9,553  68,832  6,045  231,186  22,539  253,725

有形固定資産及び 

無形固定資産の増

加額  

 24,229      －      －  617  86,740      －  111,586  7,846  119,432

30,666 △34,619

65,285

2,944,447 4,655,701 △1,711,253

22,539

7,846
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Ⅰ 前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

  

１．製品及びサービスごとの情報  

 当社および連結子会社の生産・提供する製品は広範囲かつ多種多様であります。 

 そのため、主要な個々の製品、またはこれらを類似性に基づいて区分したグループごとに、外部顧客への売

上高を把握することは困難であるため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報    

（１）売上高  
（単位：千円）  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし国又は地域に分類しております。 

各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：中国、東アジア、東南アジア諸国 

北米 ：米国 

欧州 ：イギリス、ドイツ、フランス 

  

（２）有形固定資産  
（単位：千円）  

  

３．主要な顧客ごとの情報 
（単位：千円） 

  

［関連情報］

日本 アジア 北米 欧州 合計

 5,279,124  794,970  356,113  162,300  6,592,509

日本 アジア 北米 欧州 合計

 676,220  386,755  3,133  2,481  1,068,590

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

パナソニック ファクトリーソリューションズ㈱  938,165 マシンビジョンシステム・工業用事業 
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Ⅱ 当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日）  

  

１．製品及びサービスごとの情報  

 当社および連結子会社の生産・提供する製品は広範囲かつ多種多様であります。 

 そのため、主要な個々の製品、またはこれらを類似性に基づいて区分したグループごとに、外部顧客への売

上高を把握することは困難であるため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報    

（１）売上高  
（単位：千円）  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし国又は地域に分類しております。 

各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：中国、東アジア、東南アジア諸国 

北米 ：米国 

欧州 ：イギリス、ドイツ、フランス 

  

（２）有形固定資産  
（単位：千円）  

  

３．主要な顧客ごとの情報 
（単位：千円） 

  

日本 アジア 北米 欧州 合計

 10,086,106  1,083,157  614,940  133,619  11,917,824

日本 アジア 北米 欧州 合計

 292,750  449,531  211  11  742,504

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

パナソニック ファクトリーソリューションズ㈱  1,557,403 マシンビジョンシステム・工業用事業 
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  
 （単位：千円）

（注）減損損失の調整額285,228千円には、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。 

  

当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日）  
 （単位：千円）

（注）減損損失の調整額 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。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

金額的重要性が低いため、記載を省略しております。  

  

当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日） 

金額的重要性が低いため、記載を省略しております。  

  

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  

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   －  －  －  －  － －  －  285,228  285,228

  

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

7,356

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）   

関連当事者との取引 

１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

（１）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等（会社等の場合に限る）等 

  

（２）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

（注）１．上記(１)、(２)の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含

まれております。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

① 上記各社との製・商品の購入・販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

② 関係会社預け金の利息については、一般の取引条件と同様に決定しております。  

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報  

ショット日本ホールディング株式会社（非上場） 

SCHOTT Glaswerke Beteiligungs-GmbH（非上場） 

SCHOTT AG（非上場） 

  

（関連当事者情報）

種類 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 
事業の内容

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親 

会 

社 

SCHOTT AG 
Mainz 
Germany 

 

千ユーロ 

150,000

特殊ガラス

製品を中心

とした特殊

材料、部

品、システ

ムの開発・

製造 

（被所有）

間接 71.3

販売、販売

代理および

研究開発  

製・商品の

販売 
 115,263 売掛金 80,465

資金の払戻  355,512
関係会社 

預け金 
417,335

利息の受取  318

種類 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 
事業の内容

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

関 

連 

会 

社 

センサー

テクノロ

ジー株式

会 社 

神奈川県 

厚木市 

 

千円 

45,000
製造および

製・商品の

販売、開発

（所有） 

直接 21.0

各種ＣＣＤ

カメラ、セ

ンサーを応

用した電子

機器の開

発・製造販

売  

製品の仕入  238,522

買掛金 51,565

支払手形 160,483
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当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日）   

関連当事者との取引 

１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

（１）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等（会社等の場合に限る）等 

  

（２）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

  

（３）連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 

（注）１．上記(１)、(２)、(３)の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税

等が含まれております。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

① 上記各社との製・商品の購入・販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

② 関係会社預け金の利息については、一般の取引条件と同様に決定しております。  

３．事業譲渡における譲渡対価の算定にあたっては、第三者算定機関からの算定結果に基づき、交渉の上決

定しております。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報  

ショット日本ホールディング株式会社（非上場） 

SCHOTT Benelux B.V.（非上場）  

SCHOTT Glaswerke Beteiligungs-GmbH（非上場） 

SCHOTT AG（非上場） 

  

種類 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 
事業の内容

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親 

会 

社 

SCHOTT AG Mainz 
Germany 

 

千ユーロ 

150,000

特殊ガラス

製品を中心

とした特殊

材料、部

品、システ

ムの開発・

製造 

（被所有）

間接 71.6

販売、販売

代理および

研究開発  

製・商品の

販売  
 122,567 売掛金  45,243

資金の預入  959,130
関係会社 

預け金  
1,376,465

利息の受取  296

種類 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 
事業の内容

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

関 

連 

会 

社 

センサー

テクノロ

ジー株式

会 社 

神奈川県 

厚木市 

 

千円 

45,000
製造および

製・商品の

販売、開発

（所有） 

直接 21.0

各種ＣＣＤ

カメラ、セ

ンサーを応

用した電子

機器の開

発・製造販

売  

製品の仕入  399,282

買掛金 65,276

支払手形 175,084

種類 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又は

出資金 
事業の内容

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

同一の

親会社

を持つ

会社 

S C H O T T 

N o r t h 

America, 

I n c .  

New York 
U.S.A. 

0.2 

ドル 

ショット製

品の米国内

の販売 

 －  販売等 

譲渡資産 

合計 
 90,729

未収入金 175,022
譲渡対価  213,337

事業譲渡益  122,608
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（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであり

ます。 

  

 リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付、ストック・オプション等、賃貸等不動産に関する注

記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年９月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭 223 72

１株当たり当期純利益 円 銭 1 25

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額  
円 銭 1 25

１株当たり純資産額 円 銭 251 83

１株当たり当期純利益 円 銭 27 16

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損

失金額 
    

 当期純利益（千円）  17,458  378,461

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  17,458  378,461

期中平均株式数（株）  13,928,465  13,933,490

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益調整額（千円）  －  －

 普通株式増加数（株）  5,009  －

  （うち第２回新株予約権）  (5,009)      

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

    －     －

（開示の省略）
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）   

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日）   

 該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 680,135 309,588

関係会社預け金 417,335 1,376,465

受取手形 140,101 107,684

売掛金 2,144,422 1,933,894

商品及び製品 1,468,148 1,581,117

仕掛品 145,014 272,790

原材料及び貯蔵品 381,881 453,942

前払費用 96,633 83,123

未収入金 200,801 351,743

短期貸付金 525,141 624,463

繰延税金資産 299,186 299,186

その他 31,045 62,135

貸倒引当金 △123,927 △153,911

流動資産合計 6,405,921 7,302,223

固定資産   

有形固定資産   

建物 863,159 349,014

減価償却累計額 △527,092 △192,272

建物（純額） 336,067 156,742

構築物 96,746 68,830

減価償却累計額 △74,109 △47,746

構築物（純額） 22,636 21,084

機械及び装置 693,718 242,683

減価償却累計額 △615,333 △229,893

機械及び装置（純額） 78,384 12,789

車両運搬具 1,098 －

減価償却累計額 △1,053 －

車両運搬具（純額） 44 －

工具、器具及び備品 1,225,577 954,027

減価償却累計額 △1,084,491 △862,844

工具、器具及び備品（純額） 141,085 91,182

土地 93,050 8,750

リース資産 7,780 4,881

減価償却累計額 △2,828 △2,680

リース資産（純額） 4,951 2,201

有形固定資産合計 676,220 292,750

無形固定資産   

ソフトウエア 132,732 84,947

その他 3,473 3,305

無形固定資産合計 136,205 88,252
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 40,036 15,695

関係会社株式 551,059 551,059

破産更生債権等 2,167 3,101

差入保証金 151,954 144,715

投資不動産 590,371 591,079

減価償却累計額 △225,615 △249,197

投資不動産（純額） 364,756 341,882

その他 8,850 150

貸倒引当金 △2,167 △3,101

投資その他の資産合計 1,116,658 1,053,503

固定資産合計 1,929,083 1,434,506

資産合計 8,335,005 8,736,730

負債の部   

流動負債   

支払手形 729,118 437,509

買掛金 1,624,796 1,895,102

短期借入金 300,000 －

1年内返済予定の長期借入金 191,600 204,350

未払金 187,587 132,348

リース債務 1,204 845

賞与引当金 207,249 196,583

事業構造改善引当金 66,527 137,466

未払法人税等 25,500 36,060

資産除去債務 4,937 －

その他 80,237 150,742

流動負債合計 3,418,758 3,191,009

固定負債   

長期借入金 454,350 525,000

リース債務 4,071 1,498

退職給付引当金 983,233 1,006,397

受入保証金 13,190 20,502

資産除去債務 77,263 75,852

負ののれん 4,810 －

繰延税金負債 664 9

固定負債合計 1,537,583 1,629,259

負債合計 4,956,341 4,820,268
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,279 3,320,279

資本剰余金   

資本準備金 3,387,658 3,387,658

資本剰余金合計 3,387,658 3,387,658

利益剰余金   

利益準備金 73,359 73,359

その他利益剰余金   

特別償却準備金 968 －

配当準備積立金 530,000 530,000

繰越利益剰余金 △3,931,303 △3,394,523

利益剰余金合計 △3,326,976 △2,791,164

自己株式 △326 △326

株主資本合計 3,380,635 3,916,447

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,972 13

評価・換算差額等合計 △1,972 13

純資産合計 3,378,663 3,916,461

負債純資産合計 8,335,005 8,736,730
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

製品売上高 4,187,301 7,613,313

商品売上高 1,979,574 3,779,773

売上高合計 6,166,876 11,393,086

売上原価   

製品期首たな卸高 1,060,172 1,300,154

当期製品製造原価 3,010,807 5,051,455

合計 4,070,979 6,351,609

製品他勘定振替高 1,035 17,404

製品期末たな卸高 1,300,154 1,412,296

製品売上原価 2,769,790 4,921,908

商品期首たな卸高 151,706 167,994

当期商品仕入高 1,736,114 3,359,639

合計 1,887,821 3,527,633

商品他勘定振替高 166,462 378,237

商品期末たな卸高 167,994 168,821

商品売上原価 1,553,364 2,980,574

売上原価合計 4,323,154 7,902,482

売上総利益 1,843,721 3,490,603

販売費及び一般管理費   

販売促進費 10,857 24,158

荷造運搬費 36,487 109,943

広告宣伝費 21,936 33,156

給料及び手当 469,962 955,464

賞与 10,685 136,191

賞与引当金繰入額 115,958 117,287

退職金 2,880 498

退職給付費用 38,070 35,028

福利厚生費 73,296 191,464

交際費 1,909 2,336

旅費及び交通費 73,428 118,061

通信費 22,086 40,224

水道光熱費 6,450 5,956

消耗品費 21,458 16,018

租税公課 46,506 37,495

減価償却費 44,322 77,139

修繕費 274 11,885

保険料 24,589 37,370

賃借料 66,769 119,933

研究開発費 84,711 200,437

貸倒引当金繰入額 － 29,847

雑費 169,800 378,057

販売費及び一般管理費合計 1,342,439 2,677,960

営業利益 501,282 812,642
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業外収益   

受取利息 3,542 9,172

受取配当金 2,869 3,250

仕入割引 29 26

負ののれん償却額 4,810 4,810

貸倒引当金戻入額 531 －

助成金収入 3,358 －

受取家賃 35,935 99,670

保険解約返戻金 48,065 －

貯蔵品売却益 － 10,353

雑収入 8,623 4,957

営業外収益合計 107,765 132,240

営業外費用   

支払利息 13,821 14,629

手形売却損 2,884 6,372

売上債権売却損 10,683 21,409

為替差損 53,265 52,790

不動産賃貸費用 32,931 80,640

貸倒引当金繰入額 － 10,000

営業外費用合計 113,586 185,841

経常利益 495,461 759,041

特別利益   

固定資産売却益 － 17,288

投資有価証券売却益 － 6,428

事業構造改善引当金戻入額 862 8,081

関係会社株式売却益 24,408 －

特別利益合計 25,271 31,797

特別損失   

固定資産売却損 － 9

固定資産除却損 18,636 9,586

投資有価証券評価損 － 10,253

減損損失 285,228 7,356

事業構造改善費用 130,365 159,244

子会社整理損 － 17,354

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,438 －

災害による損失 － 28,886

特別損失合計 477,668 232,691

税引前当期純利益 43,064 558,147

法人税、住民税及び事業税 11,000 23,000

法人税等調整額 △299,850 △664

法人税等合計 △288,850 22,335

当期純利益 331,915 535,812
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,320,256 3,320,279

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 23 －

当期変動額合計 23 －

当期末残高 3,320,279 3,320,279

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,387,658 3,387,658

当期末残高 3,387,658 3,387,658

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 73,359 73,359

当期末残高 73,359 73,359

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 1,936 968

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △968 △968

当期変動額合計 △968 △968

当期末残高 968 －

配当準備積立金   

前期末残高 530,000 530,000

当期末残高 530,000 530,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △4,264,186 △3,931,303

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 968 968

当期純利益 331,915 535,812

当期変動額合計 332,883 536,780

当期末残高 △3,931,303 △3,394,523

利益剰余金合計   

前期末残高 △3,658,891 △3,326,976

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益 331,915 535,812

当期変動額合計 331,915 535,812

当期末残高 △3,326,976 △2,791,164

自己株式   

前期末残高 △309 △326

当期変動額   

自己株式の取得 △16 －

当期変動額合計 △16 －

当期末残高 △326 △326
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 3,048,713 3,380,635

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 23 －

当期純利益 331,915 535,812

自己株式の取得 △16 －

当期変動額合計 331,921 535,812

当期末残高 3,380,635 3,916,447

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 60 △1,972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,032 1,985

当期変動額合計 △2,032 1,985

当期末残高 △1,972 13

評価・換算差額等合計   

前期末残高 60 △1,972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,032 1,985

当期変動額合計 △2,032 1,985

当期末残高 △1,972 13

純資産合計   

前期末残高 3,048,774 3,378,663

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 23 －

当期純利益 331,915 535,812

自己株式の取得 △16 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,032 1,985

当期変動額合計 329,888 537,798

当期末残高 3,378,663 3,916,461
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 該当事項はありません。   

  

  

  役員の異動 （平成23年12月20日付予定） 

（１）代表取締役の異動  

該当事項はありません。  

  

（２）その他の役員の異動（平成23年10月27日開示済） 

  

ⅰ常勤監査役 

 宇野 正雄 （現 当社社外監査役（非常勤）） 

  

ⅱ退任監査役 

   石井 成晃 （現 当社常勤監査役） 

   ※任期満了に伴う退任であります。 

  

ⅲ補欠監査役の選任 

   穂苅 進 

（注）穂苅 進氏は補欠の社外監査役候補者となります。 

    

                                                                                          以上 

(４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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