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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（１）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 219 △30.5 △149 ― △146 ― △147 ―

24年３月期第１四半期 315 △34.3 △159 ― △159 ― △161 ―

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 △10.77 ―

24年３月期第１四半期 △11.78 ―

（２）財政状態

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 2,874 1,429 49.7

24年３月期 3,259 1,576 48.4

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 1,429百万円 24年３月期 1,576百万円

２．配当の状況

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)

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) 560 △19.9 △194 ― △184 ― △187 ― △13.68
通期 1,850 29.8 △52 ― △37 ― △37 ― △2.70



  

 

 

 
  

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おりま

せん。 

  

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]２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 13,934,592株 24年３月期 13,934,592株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 232,867株 24年３月期 232,867株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 13,701,725株 24年３月期１Ｑ 13,702,605株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、中国の経済成長率鈍化や欧州の債務危機の再燃、

米国経済の先行き不安など、目まぐるしく変化する海外情勢に加え、円高の長期化や電力不足問題、株

価低迷など国内情勢も課題山積となり、極めて不透明な状況で推移いたしました。 

 当業界におきましては、自動車関連は回復の兆しが顕著となり設備投資意欲も旺盛になりつつありま

すが、光ディスク関連については事業からの撤退や縮小を表明する企業が増加し新たな設備投資の期待

も薄く、総じて厳しい受注環境で推移いたしました。 

 このような状況のなかで当社は、受注確保に向けて既存製品の拡販に注力するとともに、期待の新製

品「ポータブル型Ｘ線残留応力測定装置」を６月から市場投入し、積極的なＰＲ活動と情報収集に努め

ました。しかしながら、主力の光ディスク関連機器・装置の受注回復には至らず、３Ｄスキャナの受注

も伸び悩んだことから、受注高は３億28百万円（前年同期比14.4％増）となり、売上高は２億19百万円

（前年同期比30.5％減）となりました。 

 損益面につきましては、給与や諸手当の見直しを行うとともに、出張経費についても制度面からの見

直しを行うなど、固定費や諸経費の一層の削減に注力いたしましたが、期初の受注残高が少なかったこ

とによる売上高低迷の影響が大きく、１億49百万円の営業損失（前年同期は１億59百万円の損失）、１

億46百万円の経常損失（前年同期は１億59百万円の損失）、１億47百万円の四半期純損失（前年同期は

１億61百万円の損失）となりました。  
  

当第１四半期会計期間末における総資産は28億74百万円となり、前事業年度末と比べて３億84百万円

減少いたしました。これは主に、有価証券が２億円、受取手形及び売掛金が１億43百万円それぞれ減少

したことによるものであります。 

 負債は14億44百万円となり、前事業年度末と比べて２億37百万円減少いたしました。これは主に、短

期借入金が１億円増加し、未払金が２億68百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は14億29百万円となり、前事業年度末と比べて１億47百万円減少いたしました。これは主に、

利益剰余金が１億47百万円減少したことによるものであります。 
  

今後の見通しにつきましては、世界経済の情勢悪化や円高の長期化など、当社を取巻く環境は一段と

厳しさを増すものと予想しております。 

 今まで主力であった光ディスク関連機器・装置の需要は、今後も減少傾向で推移する見通しであり、

当面は厳しい対応を余儀なくされるものと覚悟しておりますが、３Ｄスキャナやヘルスケア関連製品

は、今後の成長事業として期待しております。また、新たに市場投入した「ポータブル型Ｘ線残留応力

測定装置」は、従来方式による残留応力測定の常識を覆すインパクトのある新製品であり、お客様から

も高い評価をいただいておりますので、今後のけん引役として大いに期待しております。 

 平成25年３月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、今後の動向等を勘案のうえ、当第２

四半期累計期間の業績見通しを以下のとおり変更しております。 

 なお、現時点においては通期の業績予想に変更はありません。 

 
（注）上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後の様々な要因（経済情勢の急激な変化、関連業界の動向等）により異なる結果となる可

能性がありますのでご注意願います。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報

第２四半期累計期間
平成24年 
３月期

平成25年 
３月期

増減額
増減率 
（％）

売上高    (百万円) 700 560 △139 △19.9

営業利益  (百万円) △319 △194 125 ─

経常利益  (百万円) △327 △184 143 ─

当期純利益(百万円) △331 △187 143 ─
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 該当事項はありません。  

  

   (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１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響は軽微で

あります。 

  

当社は、継続的な営業損失の発生に加え、売上高も減少傾向で推移していることから、継続企業の前

提に関する重要事象等が存在しております。 

 このような状況を早期に解消するため、次の具体策を実施いたします。 

① 受注の確保に向けた取組み 

 引き合い案件を倍増させる活動に取組むとともに、既存顧客への深耕営業を徹底し、売れ筋製品に的

を絞った営業展開を進めております。また、新製品の「ポータブル型Ｘ線残留応力測定装置」の販売に

全社をあげて取組んでおります。 

 自社の製品や設備を活用した計測サービスや受託実験など、付随するサービス事業にも注力すること

により、新たな需要の発掘に努めております。 

② 材料費及び外注費の低減 

 作りやすさを追究した設計を徹底し、使用部品の変更や購入方法の見直しを行うなど、引き続き、あ

らゆる面からのコストダウンに取組んでまいります。 

③ 新規事業の早期立上げと新製品の早期市場投入 

 新規事業としてヘルスケア関連に注力し、大学や研究機関にて試作品の評価実験を進めるなど、早期

の事業化に向けた製品開発に注力してまいります。 

④ 人件費の削減 

 固定費削減のため新たな賃金体系（基本給の減額を含む。）に移行し、当事業年度から運用を開始し

ております。 

 また、前事業年度末に希望退職者を募集するとともに、特定派遣や企業間応援による社外出向を機動

的に実施するなど、人件費の抑制に取組んでおります。 

⑤ 制度や仕組みの見直し 

 業務の合理化に向けて、新たな視点から効率化を考えて既存のルールや仕組みを見直すことにより、

無駄の削減や利益創出につなげてまいります。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 582,699 531,538

受取手形及び売掛金 712,645 569,210

有価証券 550,000 350,000

仕掛品 319,293 368,636

原材料及び貯蔵品 127,059 106,348

その他 51,697 41,482

貸倒引当金 △21,132 △16,609

流動資産合計 2,322,263 1,950,607

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 319,687 315,489

その他（純額） 237,448 244,678

有形固定資産合計 557,135 560,168

無形固定資産 41,354 38,791

投資その他の資産   

投資有価証券 74,598 75,104

その他 355,307 341,585

貸倒引当金 △91,515 △91,509

投資その他の資産合計 338,389 325,181

固定資産合計 936,879 924,140

資産合計 3,259,143 2,874,747

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,592 41,202

短期借入金 100,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 100,508 117,361

未払金 524,297 255,514

未払法人税等 5,041 2,091

その他 105,265 60,256

流動負債合計 870,705 676,425

固定負債   

長期借入金 409,492 382,639

退職給付引当金 370,796 368,481

役員退職慰労引当金 13,942 －

その他 17,286 17,286

固定負債合計 811,517 768,407

負債合計 1,682,222 1,444,832
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,491,375 1,491,375

資本剰余金 1,099,653 1,099,653

利益剰余金 △852,295 △999,807

自己株式 △163,098 △163,098

株主資本合計 1,575,634 1,428,122

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,286 1,792

評価・換算差額等合計 1,286 1,792

純資産合計 1,576,921 1,429,914

負債純資産合計 3,259,143 2,874,747
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 315,916 219,667

売上原価 272,266 191,570

売上総利益 43,650 28,097

販売費及び一般管理費 203,207 177,356

営業損失（△） △159,557 △149,259

営業外収益   

受取利息 303 233

受取配当金 273 305

助成金収入 3,195 6,533

貸倒引当金戻入額 152 4,529

その他 791 970

営業外収益合計 4,717 12,571

営業外費用   

支払利息 571 1,800

為替差損 4,168 7,669

営業外費用合計 4,740 9,470

経常損失（△） △159,580 △146,158

特別損失   

固定資産除却損 17 8

特別損失合計 17 8

税引前四半期純損失（△） △159,598 △146,166

法人税、住民税及び事業税 1,833 1,345

法人税等合計 1,833 1,345

四半期純損失（△） △161,431 △147,512
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当社は、継続的な営業損失の発生に加え、売上高も減少傾向で推移していることから、継続企業の前

提に関する重要事象等が存在しております。 

 このような状況を早期に解消するため、次の具体策を実施いたします。 

① 受注の確保に向けた取組み 

 引き合い案件を倍増させる活動に取組むとともに、既存顧客への深耕営業を徹底し、売れ筋製品に的

を絞った営業展開を進めております。また、新製品の「ポータブル型Ｘ線残留応力測定装置」の販売に

全社をあげて取組んでおります。 

 自社の製品や設備を活用した計測サービスや受託実験など、付随するサービス事業にも注力すること

により、新たな需要の発掘に努めております。 

② 材料費及び外注費の低減 

 作りやすさを追究した設計を徹底し、使用部品の変更や購入方法の見直しを行うなど、引き続き、あ

らゆる面からのコストダウンに取組んでまいります。 

③ 新規事業の早期立上げと新製品の早期市場投入 

 新規事業としてヘルスケア関連に注力し、大学や研究機関にて試作品の評価実験を進めるなど、早期

の事業化に向けた製品開発に注力してまいります。 

④ 人件費の削減 

 固定費削減のため新たな賃金体系（基本給の減額を含む。）に移行し、当事業年度から運用を開始し

ております。 

 また、前事業年度末に希望退職者を募集するとともに、特定派遣や企業間応援による社外出向を機動

的に実施するなど、人件費の抑制に取組んでおります。 

⑤ 制度や仕組みの見直し 

 業務の合理化に向けて、新たな視点から効率化を考えて既存のルールや仕組みを見直すことにより、

無駄の削減や利益創出につなげてまいります。 

 以上の対策を講じることにより、業績の回復を目指してまいりますが、これらの実現及び効果は、実

施途上であることに加え、歴史的な円高による経済情勢や国内外の市場動向に影響されることから、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、当社の四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

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）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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当第１四半期累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 
（注）生産高は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

 
（注）１ 主な輸出先、輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

 
 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  
  

  

  

  

  

  

５．補足情報

 生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

生産高（千円） 前年同四半期比（％）

211,205 75.6

（２）受注実績

受注高（千円） 前年同四半期比（％） 受注残高（千円） 前年同四半期比（％）

328,999 114.4 337,625 105.8

（３）販売実績

販売高（千円） 前年同四半期比（％）

219,667 69.5

輸出先

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

（自 平成23年４月１日
  至 平成23年６月30日）

（自 平成24年４月１日 
  至 平成24年６月30日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

アジア 53,124 48.5 60,154 76.0

北米 41,750 38.1 14,400 18.2

ヨーロッパ 14,610 13.4 4,434 5.6

その他 ― ― 180 0.2

計 109,484 100.0 79,169 100.0
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