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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23年12月31日） 

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 ％

24年9月期第1四半期 2,128 △21.8 △57 ― △30 ― △66 ―

23年9月期第1四半期 2,722 △15.2 47 △67.5 35 △73.0 22 10.1

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 △30百万円 （―％） 23年9月期第1四半期 22百万円 （―％）

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9月期第1四半期 △4.77 ―

23年9月期第1四半期 1.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第1四半期 7,859 3,478 44.3
23年9月期 8,549 3,508 41.0

（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  3,478百万円 23年9月期  3,508百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年9月期 ―

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）

（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) 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



(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

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9月期1Q 13,933,928 株 23年9月期 13,933,928 株

② 期末自己株式数 24年9月期1Q 438 株 23年9月期 438 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 13,933,490 株 23年9月期1Q 13,933,490 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我が国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなか

で、景気は緩やかに持ち直しの動きが見られました。生産は、緩やかに持ち直しているものの、企業収益は減少して

おります。設備投資は下げ止まりつつあるものの、一方では弱い動きもみられました。企業の業況判断は、大企業製

造業で低下しており、全体としても小幅な改善となりました。 

海外においては、ヨーロッパ地域の一部の国々における財政の先行き不安の高まりが、金融システムに対する懸念

につながるとともに金融資本市場に影響を及ぼし、全体として弱い回復となりました。 

このような事業環境の中、円高や景気の先行き不安の影響などもあり、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を始めとする各業界からの受注が減少いたしました。当社グループでは、利益の確

保に向けて従来より行ってきた販売管理費抑制策などを強化したものの、売上高の減少を補うまでには至りませんで

した。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間においては、連結売上高2,128百万円（前年同期比21.8％減）、営業損失

57百万円（前年同期営業利益47百万円）、経常損失30百万円（前年同期経常利益35百万円）、四半期純損失66百万円

（前年同期四半期純利益22百万円）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 1,270百万円（前年同期比29.0％減）、営業損失 60百万円（前年同期

営業利益209百万円） 

 マシンビジョンシステム・工業用事業においては、円高や景気の先行き不安の影響などもあり、半導体製造・電子

部品実装、液晶製造装置の各業界からの受注が減少いたしました。特に、液晶製造装置業界では、液晶パネル製造に

関わる設備投資全般が低迷したことから、受注は大きく減少いたしました。 

 このような状況の中で、当社グループの売上高は前年同期に比べ減少し、利益面においても営業損失となりまし

た。 

  

コスメ機器事業 売上高 275百万円（前年同期比186.6％増）、営業利益 42百万円（前年同期営業損失35百万円） 

 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、化粧品メーカー向けのカウンセリング機器の導入が進ん

だことから、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、売上高の増加に伴い、営業利益

となりました。 

  

オプトコム事業 売上高 103百万円（前年同期比4.1％減）、営業損失 16百万円（前年同期営業損失26百万円） 

 オプトコム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は、FTTx（Fiber To The x）向け光部品の需

要は旺盛でありましたが、円高などの影響により売上高は前年同期に比べ減少いたしました。利益面については、全

体的な経費削減効果もあり、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 366百万円（前年同期比6.9％増）、営業利益 94百万円（前年同期比74.6％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、前期

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、総じて堅調な受注を得るこ

とができた結果、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、全体的な経費削減効果などによ

り、前年同期に比べ営業利益が大きく増加いたしました。 

  

海外事業 売上高 59百万円（前年同期比80.8％減）、営業損失 36百万円（前年同期営業損失70百万円） 

 海外事業においては、平成23年９月に実施したモリテックスU.S.A.,Inc.の事業譲渡の影響により、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、製造を行っているモリテックステクノロジーズ（深セン）

有限公司での生産調整があったことなどから、営業損失となりました。 

  

その他の事業 売上高 53百万円（前年同期比28.6％減）、営業損失 62百万円（前年同期営業損失45百万円） 

 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ます。売上高は、一部製品の取扱いをマ

シンビジョンシステム・工業用事業に移管したことに加え、前期堅調であった顕微鏡向け照明製品が当期は減少した

ことなどから、前年同期に比べ減少いたしました。利益面については、売上高の減少に加え、新分野進出に向けた投

資などにより、営業損失となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

総資産の残高は7,859百万円で、前連結会計年度末に比べ690百万円減少いたしました。主な増加は、商品及び製

品174百万円であります。主な減少は、受取手形及び売掛金319百万円、未収入金180百万円であります。 

負債の残高は4,380百万円で、前連結会計年度末に比べ660百万円減少いたしました。主な減少は、支払手形及び

買掛金453百万円、賞与引当金152百万円であります。 

純資産の残高は3,478百万円で前連結会計年度末に比べ30百万円減少いたしました。主な増加は、為替換算調整勘

定36百万円であります。主な減少は、四半期純損失66百万円を計上したことに伴う利益剰余金の減少であります。 

  

  

（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いては、売上高および利益の進捗に遅れが見られましたが、当社グループの主要

販売先である半導体製造装置、電子部品実装装置業界からの受注は今後緩やかに回復するものと考えられ、また、

第２四半期からは、前期実施した販売管理費抑制策の効果が現出してまいります。 

 業績予想に対し厳しい状況であることは認識しておりますが、第２四半期の販売状況と利益面への影響を見極め

るため、現時点では平成23年11月11日に発表した業績予想の変更は行いません。 

  

  

（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。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表等 
（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９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 388,515 224,208

関係会社預け金 1,376,465 1,215,908

受取手形及び売掛金 1,918,101 1,598,277

商品及び製品 1,634,513 1,809,240

仕掛品 294,539 311,722

原材料及び貯蔵品 645,032 625,023

前払費用 93,328 66,625

未収入金 224,325 44,009

繰延税金資産 304,748 300,148

その他 34,454 30,703

貸倒引当金 △27,647 △27,542

流動資産合計 6,886,379 6,198,325

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 720,560 721,227

減価償却累計額 △328,626 △334,380

建物及び構築物（純額） 391,934 386,846

機械装置及び運搬具 854,798 863,369

減価償却累計額 △725,705 △735,943

機械装置及び運搬具（純額） 129,093 127,425

工具、器具及び備品 1,363,997 1,373,768

減価償却累計額 △1,153,472 △1,173,206

工具、器具及び備品（純額） 210,525 200,561

土地 8,750 8,750

リース資産 4,881 4,881

減価償却累計額 △2,680 △2,858

リース資産（純額） 2,201 2,022

有形固定資産合計 742,504 725,607

無形固定資産   

借地権 34,553 34,941

ソフトウエア 84,997 82,656

その他 3,305 3,262

無形固定資産合計 122,856 120,860

投資その他の資産   

投資有価証券 15,695 15,346

関係会社株式 289,486 307,243

破産更生債権等 3,101 2,412

差入保証金 150,897 150,841

投資不動産 591,079 598,804

減価償却累計額 △249,197 △257,862

投資不動産（純額） 341,882 340,941
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

その他 150 150

貸倒引当金 △3,101 △2,412

投資その他の資産合計 798,111 814,523

固定資産合計 1,663,472 1,660,990

資産合計 8,549,852 7,859,316

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,252,513 1,798,722

短期借入金 63,895 65,000

1年内返済予定の長期借入金 204,350 500,000

未払金 351,731 321,023

リース債務 845 783

未払法人税等 39,425 8,409

賞与引当金 196,583 44,415

事業構造改善引当金 137,466 137,466

その他 164,842 191,636

流動負債合計 3,411,653 3,067,458

固定負債   

長期借入金 525,000 175,000

リース債務 1,498 1,352

退職給付引当金 1,006,397 1,027,930

受入保証金 20,502 32,787

繰延税金負債 81 63

資産除去債務 75,852 76,171

固定負債合計 1,629,331 1,313,305

負債合計 5,040,984 4,380,763

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 △3,119,645 △3,186,137

自己株式 △326 △326

株主資本合計 3,587,966 3,521,474

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13 114

為替換算調整勘定 △79,113 △43,036

その他の包括利益累計額合計 △79,099 △42,921

純資産合計 3,508,867 3,478,552

負債純資産合計 8,549,852 7,859,316
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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10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,722,553 2,128,602

売上原価 1,789,685 1,507,643

売上総利益 932,867 620,959

販売費及び一般管理費 885,295 678,336

営業利益又は営業損失（△） 47,571 △57,377

営業外収益   

受取利息及び配当金 82 196

為替差益 － 14,245

持分法による投資利益 － 12,971

負ののれん償却額 2,405 －

受取家賃 20,038 24,883

貸倒引当金戻入額 － 2,166

貯蔵品売却益 10,353 －

その他 4,026 810

営業外収益合計 36,905 55,273

営業外費用   

支払利息 4,142 3,786

手形売却損 1,747 1,400

為替差損 17,304 －

持分法による投資損失 4,799 －

売上債権売却損 5,034 4,463

不動産賃貸費用 16,255 19,116

営業外費用合計 49,283 28,767

経常利益又は経常損失（△） 35,193 △30,871

特別利益   

投資有価証券売却益 2,281 －

固定資産売却益 3,451 －

事業構造改善引当金戻入額 4,910 －

特別利益合計 10,643 －

特別損失   

固定資産除却損 639 202

投資有価証券評価損 － 744

固定資産売却損 9 －

事業構造改善費用 14,804 －

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 － 38,819

特別損失合計 15,453 39,766

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

30,383 △70,638

法人税、住民税及び事業税 6,931 3,673

過年度法人税等戻入額 － △8,308

法人税等調整額 670 489

法人税等合計 7,602 △4,145
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

22,781 △66,492

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,781 △66,492

- 7 -



（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10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

22,781 △66,492

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 440 100

為替換算調整勘定 △391 36,077

その他の包括利益合計 48 36,178

四半期包括利益 22,829 △30,314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 22,829 △30,314

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。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至平成22年12月31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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△37,491千円には、セグメント間取引消去△37,015千円、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△475千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。 

  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至平成23年12月31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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△19,306千円には、セグメント間取引消去△12,578千円、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△6,727千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損失と調整を行っております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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 
1,790,414  96,111  107,486  342,747  310,779  75,012 2,722,553     －  2,722,553

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 105,740  21,593  54,069     －  255,501     －  436,905 △436,905     － 

計 1,896,154  117,705  161,556  342,747  566,281  75,012 3,159,458 △436,905  2,722,553

セグメント利益又

は損失（△） 
 209,423  △35,518  △26,747  53,993  △70,506  △45,582  85,063  △37,491  47,571

  

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 
1,270,397  275,409  103,131  366,318  59,757  53,588 2,128,602     －  2,128,602

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 24,736  1,444 －     －  293,980     －  320,162 △320,162     － 

計 1,295,134  276,854  103,131  366,318  353,738  53,588 2,448,765 △320,162  2,128,602

セグメント利益又

は損失（△） 
 △60,261  42,999  △16,116  94,293  △36,412  △62,573  △38,071  △19,306  △57,377
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 該当事項はありません。 

  

  

（５）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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