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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年3月21日～平成24年6月20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 ％

25年3月期第1四半期 589 △19.9 △200 ― △204 ― △206 ―
24年3月期第1四半期 735 △51.2 △112 ― △114 ― △136 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △201百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △143百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △10.82 ―
24年3月期第1四半期 △7.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 6,644 4,898 73.7
24年3月期 6,900 5,100 73.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,898百万円 24年3月期  5,100百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 3月21日～平成25年 3月20日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,400 △16.7 △140 ― △140 ― △150 ― △7.87
通期 4,000 △5.0 40 ― 50 ― 40 ― 2.10



(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。 
 業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 19,730,959 株 24年3月期 19,730,959 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 661,648 株 24年3月期 661,648 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 19,069,311 株 24年3月期1Q 19,073,458 株
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１．当四半期の連結業績等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 
当第１四半期連結累計期間（平成 24 年３月 21 日～平成 24 年６月 20 日）は、コア事業化に

取り組んでいるオプトメカトロニクス事業のうち、ガルバノスキャナシステムやロボット応用

システムは順調に拡大しましたが、液晶業界の急激な事業環境の変化によりレーザマーキング

装置の市場が縮小しているほかデータ復旧サービスをはじめとする情報通信ビジネス分野も国

内の景気低迷の影響で売上減となっているため、当第１四半期連結累計期間の当社グループの

業績は、売上高５億 89 百万円（前年同期比 19.9%減）、営業損失２億円（同 88 百万円の損失増）、

経常損失２億４百万円（同 90 百万円の損失増）、四半期純損失２億６百万円（同 69 百万円の損

失増）となりました。 

 

当第１四半期連結累計期間の各セグメント別の業績動向は、つぎのとおりです。 

セグメントの名称 売上高（前年同期比） 営業損益（前年同期比） 

オプトメカトロニクス     ３億 59 百万円 
    （10.5%減） 

△１億 91 百万円 
（46 百万円の損失増） 

情報通信ビジネス ２億 30 百万円 
   （31.0%減）  

   △９百万円 
（41 百万円の損失増） 

合   計 ５億 89 百万円 
    （19.9%減）  

 △２億円 
（88 百万円の損失増） 

 

  ［オプトメカトロニクス］ 

   ガルバノスキャナシステムが自動車関連向けのリモート溶接ヘッドや電子部品業界向け光

学ユニットを中心に好調を持続しており、㈱ワイディー・メカトロソリューションズ（メカ

ソル）のロボット応用システムも食品業界をはじめとした市場を獲得しつつありますが、レ

ーザマーキング装置が液晶業界の世界的な事業再編による設備投資の急激な冷え込みにより

市場が大きく縮小してきているほか、メカソルのスプレー塗布装置が台湾のスマートフォン

やタッチパネルメーカの設備投資延伸の影響で引き続き伸び悩みました。電極塗布装置は、

前年度後半から延伸されていた国内の電子部品メーカーの設備投資が回復してきており、受

注獲得に結びついておりますが、当１四半期連結累計期間の売上が回復するまでには至りま

せんでした。 

   これらの結果、売上高が前期比で減少しました。損益面では、徹底した経費削減、コスト

ダウンを行いましたが、赤字計上のやむなきに至りました。 

  ［情報通信ビジネス］ 

   フォトキオスク端末・情報端末のほか、大手コンビニ向けオンラインサービスをはじめと

するネットワークビジネス・サービスが堅調に推移していますが、データ復旧サービスは景

気低迷や東日本大震災復興関連の需要が終息した影響で低調に推移しました。 

これらの結果、売上高は前年同期比で減少しました。損益面では、原価低減の徹底により 

若干の赤字にとどめることができました。 
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(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資産、負債及び純資産の状況) 

資産の部では、受取手形及び売掛金の減少などにより、資産の合計は前連結会計年度末比

２億 55 百万円減の 66 億 44 百万円となりました。 

負債の部では、未払費用の減少などにより、負債合計は前連結会計年度末比 54 百万円減

の 17 億 45 百万円となりました。 

純資産の部では、利益剰余金の減少などにより、純資産合計は前連結会計年度末比 2 億 1

百万円減の 48 億 98 百万円となりました。 

(当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ･フローの状況) 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に

比べ 13 百万円増加し 26 億 4 百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キ

ャッシュ・フローの状況はつぎのとおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等による資金増加、税金等調整前

四半期純損失 2 億 4 百万円の計上、未払費用の減少等による資金減少などにより 19 百万円

の収入(前年同四半期比 2億 74 百万円増加)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローおよび財務活動によるキャッシュ・フローは、ほぼ変

動はありませんでした。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、平成 24 年４月 19 日に発表いた

しました業績予想と変更はございません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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 

   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。 

 

(4)追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４

日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円未満切捨て）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,812 1,904 

預け金 777 700 

受取手形及び売掛金 2,175 1,825 

製品 102 91 

仕掛品 160 166 

原材料及び貯蔵品 107 97 

その他 95 184 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 5,232 4,968 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 352 346 

機械装置及び運搬具（純額） 23 21 

土地 326 326 

その他（純額） 14 13 

有形固定資産合計 716 707 

無形固定資産   

その他 7 7 

無形固定資産合計 7 7 

投資その他の資産   

投資有価証券 653 670 

その他 293 293 

貸倒引当金 △2 △2 

投資その他の資産合計 943 961 

固定資産合計 1,667 1,675 

資産合計 6,900 6,644 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 342 347 

未払費用 205 159 

未払法人税等 13 5 

製品保証引当金 4 3 

その他 17 86 

流動負債合計 583 602 

固定負債   

長期未払金 24 172 

退職給付引当金 1,191 970 

固定負債合計 1,215 1,142 

負債合計 1,799 1,745 
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（単位：百万円未満切捨て）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,008 5,008 

資本剰余金 522 522 

利益剰余金 △83 △289 

自己株式 △166 △166 

株主資本合計 5,280 5,074 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △165 △148 

為替換算調整勘定 △14 △27 

その他の包括利益累計額合計 △180 △175 

純資産合計 5,100 4,898 

負債純資産合計 6,900 6,644 
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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：百万円未満切捨て）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成24年６月20日) 

売上高 735 589 

売上原価 625 627 

売上総利益又は売上総損失（△） 109 △37 

販売費及び一般管理費 222 162 

営業損失（△） △112 △200 

営業外収益   

受取利息 0 0 

雇用調整助成金 1 － 

その他 2 1 

営業外収益合計 3 1 

営業外費用   

為替差損 2 5 

投資事業組合運用損 2 － 

その他 0 0 

営業外費用合計 5 5 

経常損失（△） △114 △204 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 － 

特別利益合計 0 － 

特別損失   

投資有価証券評価損 19 － 

特別損失合計 19 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △132 △204 

法人税、住民税及び事業税 3 2 

法人税等合計 3 2 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △136 △206 

四半期純損失（△） △136 △206 
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成24年６月20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（△） △136 △206 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7 17 

為替換算調整勘定 1 △12 

その他の包括利益合計 △6 4 

四半期包括利益 △143 △201 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △143 △201 

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：百万円未満切捨て）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成24年６月20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損失（△） △132 △204 

減価償却費 11 10 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 △20 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △4 △0 

受取利息及び受取配当金 △0 △0 

為替差損益（△は益） 0 0 

投資有価証券評価損益（△は益） 19 － 

売上債権の増減額（△は増加） 439 349 

たな卸資産の増減額（△は増加） △133 15 

仕入債務の増減額（△は減少） △397 5 

未払費用の増減額（△は減少） △64 △45 

未払消費税等の増減額（△は減少） △51 5 

未収消費税等の増減額（△は増加） △8 1 

その他 63 △96 

小計 △247 21 

利息及び配当金の受取額 0 4 

法人税等の支払額 △7 △6 

法人税等の還付額 0 0 

営業活動によるキャッシュ・フロー △254 19 

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 △3 △0 

無形固定資産の取得による支出 － △0 

貸付金の回収による収入 1 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △19 △0 

自己株式の取得による支出 △0 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △19 △0 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △275 13 

現金及び現金同等物の期首残高 3,216 2,590 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,941 2,604 
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（４）継続企業の前提に関する注記 
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 
   該当事項はありません。 

 
（６）セグメント情報等 
【セグメント情報】 
前第１四半期連結累計期間（自平成 23 年 3 月 21 日 至平成 23 年 6 月 20 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:百万円） 
 報告セグメント 

 
オプトメカトロ

ニクス 

情報通信ビジ

ネス 
計 

調整額 
四半期連結損益計算

書計上額（注） 

売上高  

(1)外部顧客への売上高 401 333 735 - 735

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 - - - - -

計 401 333 735 - 735

セグメント利益又は損失(△) △144 32 △112 - △112

(注)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一致しております。 
   

2.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。 

 
当第１四半期連結累計期間（自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 24 年 6 月 20 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:百万円） 
 報告セグメント 

 
オプトメカトロ

ニクス 

情報通信ビジ

ネス 
計 

調整額 
四半期連結損益計算

書計上額（注） 

売上高  

(1)外部顧客への売上高 359 230 589 - 589

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 - - - - -

計 359 230 589 - 589

セグメント損失(△) △191 △9 △200 - △200

(注)セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 
 

2.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。 
 




