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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4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 353 △68.8 △197 ― △197 ― △206 ―
24年3月期第1四半期 1,134 33.7 47 115.0 48 244.7 26 4.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △215百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 23百万円 （15.8％）

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 △1,499.47 ―
24年3月期第1四半期 195.45 ―

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

25年3月期第1四半期 5,308 1,499 28.3 10,894.03
24年3月期 5,697 1,715 30.1 12,457.83
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,499百万円 24年3月期  1,715百万円

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 4月 1日～平成25年 3月31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) 1,050 △57.8 △285 ― △295 ― △300 ― △2,178.97
通期 3,400 2.1 65 ― 40 ― 30 ― 217.90



(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3ページ「サマリー情報(注記事項)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 

(注)詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。 

(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。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 138,300 株 24年3月期 138,300 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 620 株 24年3月期 620 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 137,680 株 24年3月期1Q 137,680 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより緩やかな回

復基調にあるものの、欧州債務問題、円高の長期化、電力供給不安など、依然として先行き不透明な状況

が続いております。液晶を始めとするフラットパネルディスプレイ(FPD)の分野におきましては、スマー

トフォン、タブレット端末などの需要拡大に伴い、中小型パネルの設備投資に増加の動きが見られます

が、液晶パネルなどの厳しい市場環境を背景に大型パネルの設備投資動向は改善しておらず、全体として

厳しい状況が続きました。 

 このような環境の中、当社グループは積極的な営業活動と製品開発、徹底したコスト削減に取り組み、

売上と利益の確保に努めてまいりましたが、厳しい受注環境による影響は大きく、当第１四半期連結累計

期間の連結業績は、売上高353百万円（前年同四半期比68.8％減）、営業損失197百万円（前年同四半期は

営業利益47百万円）、経常損失197百万円（前年同四半期は経常利益48百万円）、四半期純損失は206百万

円（前年同四半期は四半期純利益26百万円）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。 

 日本では、主力製品である画像処理外観検査装置の販売が大手FPDメーカーの設備投資抑制、先送りな

どの影響を受け、大幅な減収となりました。この結果、売上高は149百万円（前年同四半期比84.8％

減）、セグメント損失は195百万円（前年同四半期はセグメント利益44百万円）となりました。 

 米国では、CAD/CAMソフト「KEYCREATOR」を中心に積極的な営業活動を行い、販売が伸長しました。こ

の結果、売上高は78百万円（前年同四半期比48.8％増）、セグメント損失は14百万円（前年同四半期はセ

グメント損失21百万円）となりました。 

 韓国では、画像処理外観検査装置の改造工事が韓国ユーザー向けで増加しました。この結果、売上高は

125百万円（前年同期比27.5％増）、セグメント利益は3百万円（前年同四半期比86.6％減）となりまし

た。 

  

当第１四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388百万円減少しました。流

動資産は現金及び預金の減少375百万円、売上債権の減少45百万円、たな卸資産の増加49百万円などから

386百万円減少し、固定資産は減価償却などにより1百万円減少しております。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ173百万円減少しました。流動負債は仕入債務の増加41百万円、短期

借入金の減少85百万円などから42百万円減少しました。固定負債は長期借入金の減少132百万円などによ

り、130百万円減少しております。 

 純資産は、四半期純損失206百万円の計上などにより、純資産合計が215百万円減少しました。 

  

平成24年５月14日発表の業績予想に変更はありません。 

  

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
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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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

当社は法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える

影響は軽微であります。 

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

 (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
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3．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,199,202 1,823,253

受取手形及び売掛金 999,291 953,576

商品及び製品 7,200 5,927

仕掛品 368,946 429,723

原材料及び貯蔵品 202,347 192,822

その他 72,230 55,455

貸倒引当金 △76,006 △74,205

流動資産合計 3,773,213 3,386,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 509,686 503,189

土地 1,117,578 1,117,578

その他（純額） 57,930 55,711

有形固定資産合計 1,685,194 1,676,479

無形固定資産   

のれん 56,666 51,666

ソフトウエア 120,541 134,476

その他 2,285 2,285

無形固定資産合計 179,493 188,428

投資その他の資産   

その他 59,350 57,453

投資その他の資産合計 59,350 57,453

固定資産合計 1,924,039 1,922,361

資産合計 5,697,252 5,308,915

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 222,367 263,906

短期借入金 2,128,000 2,043,000

未払法人税等 6,414 4,785

賞与引当金 9,260 4,895

その他 383,840 390,693

流動負債合計 2,749,881 2,707,280

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 1,081,000 949,000

退職給付引当金 46,989 48,557

その他 4,187 4,187

固定負債合計 1,232,177 1,101,744

負債合計 3,982,059 3,809,025
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６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 △214,573 △421,020

自己株式 △81,658 △81,658

株主資本合計 1,655,518 1,449,071

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,908 －

為替換算調整勘定 62,583 50,819

その他の包括利益累計額合計 59,675 50,819

純資産合計 1,715,193 1,499,890

負債純資産合計 5,697,252 5,308,915
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,134,381 353,872

売上原価 782,362 291,362

売上総利益 352,018 62,509

販売費及び一般管理費 304,173 259,956

営業利益又は営業損失（△） 47,844 △197,446

営業外収益   

受取利息 61 33

受取賃貸料 2,712 2,865

為替差益 4,435 4,184

その他 665 1,072

営業外収益合計 7,875 8,156

営業外費用   

支払利息 7,340 8,273

その他 23 0

営業外費用合計 7,364 8,273

経常利益又は経常損失（△） 48,355 △197,564

特別損失   

投資有価証券評価損 － 5,664

関係会社出資金評価損 13,545 －

特別損失合計 13,545 5,664

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（△）

34,810 △203,229

法人税等 7,900 3,217

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（△）

26,910 △206,446

四半期純利益又は四半期純損失（△） 26,910 △206,446
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30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（△）

26,910 △206,446

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △799 2,908

為替換算調整勘定 △2,186 △11,764

その他の包括利益合計 △2,986 △8,856

四半期包括利益 23,923 △215,303

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 23,923 △215,303

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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   当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

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23年４月１日  至  平成23年６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。 

  

 (3) 継続企業の前提に関する注記

 (4) セグメント情報等

(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 983,036 53,076 98,267 1,134,381

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

53,502 3,223 12,283 69,008

計 1,036,539 56,300 110,550 1,203,390

セグメント利益又は損失(△) 44,263 △21,947 24,327 46,643

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 46,643

セグメント間取引消去 1,700

その他 △499

四半期連結損益計算書の営業利益 47,844
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、当社は法人税法の改正

に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、日本セグメントの減価償却の方法を改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間のセグメント損失に与える影響は軽微であります。 

  

4．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４月１日  至  平成24年６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 149,576 78,972 125,323 353,872

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

24,132 3,641 9,125 36,899

計 173,708 82,614 134,449 390,771

セグメント利益又は損失(△) △195,663 △14,405 3,257 △206,811

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △206,811

セグメント間取引消去 1,522

その他 7,842

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △197,446

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 (6) 重要な後発事象
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