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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6月30日） 

（注）平成22年9月期は、決算期変更により6ヶ月決算となっております。これに伴い、平成22年9月期第3四半期連結財務諸表を作成していないため、平成23年9
月期第3四半期前年同四半期増減率については記載しておりません。また、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3四半期 7,086 △20.4 58 △86.4 112 △73.4 △186 ―
23年9月期第3四半期 8,902 ― 431 ― 422 ― 333 ―

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 △163百万円 （―％） 23年9月期第3四半期 335百万円 （―％）

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3四半期 △13.36 ―
23年9月期第3四半期 23.95 ―

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

24年9月期第3四半期 7,582 3,345 44.1 240.10
23年9月期 8,549 3,508 41.0 251.83
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  3,345百万円 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 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

通期 9,750 △18.2 100 △82.3 170 △68.9 △280 ― △20.10



(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。 

※  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） 24年9月期3Q 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3Q 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3Q 13,933,490 株 23年9月期3Q 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３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要などにより景気に緩やかな持ち直し

の動きが見られました。一方、世界的には、欧州における政府債務危機から景気に減速感が広がりました。 

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では、スマートフォンやタブレット

PCを中心に半導体製造・電子部品実装装置需要に回復の動きが見られましたが、液晶製造装置業界においては、液晶

テレビの需要低迷による設備投資の見送りから、引き続き厳しい状況となりました。 

このような事業環境の中、当社グループの売上高は、マシンビジョンシステム・工業用事業において一部の半導

体・電子部品実装装置メーカーからの受注は回復傾向となったものの、事業全体の回復には至らず、前年同期に比べ

減少いたしました。 

この状況を受け、当社グループでは利益の確保に向け、拠点の集約、希望退職制度の実施、子会社モリテックス

ASIA有限公司のグループ内事業移管など、一連の事業構造改革を実施しております。このため、事業構造改革に関わ

る特別損失が発生いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間においては、連結売上高7,086百万円（前年同期比20.4％減）、営業利益

58百万円（前年同期比86.4%減）、経常利益112百万円（前年同期比73.4％減）、四半期純損失186百万円（前年同期

四半期純利益333百万円）となりました。 

  

セグメント別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4,508百万円（前年同期比24.3％減）、営業利益12百万円（前年同期比

97.8%減） 

マシンビジョンシステム・工業用事業においては、一部半導体製造・電子部品実装装置メーカーからの受注が回

復傾向となったものの、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の低迷が続きました。 

売上高は前年同期に比べ減少し、利益面についても、営業利益を計上することができたものの前年同期に比べ大

きく減少いたしました。 

  

コスメ機器事業 売上高613百万円（前年同期比81.2％増）、営業利益45百万円（前年同期営業損失89百万円） 

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。なお、当第３四半期において、積極的な営業活動によりカウンセリング機

器のまとまった受注を得ることができました。 

利益面については、売上高の増加に伴い営業利益を計上いたしました。 

  

オプトコム事業 売上高263百万円（前年同期比21.3％減）、営業損失31百万円（前年同期営業損失48百万円）  

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、製造に遅れが生じたこと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は減少いたしました。 

 本事業においては、鉛フリー硝材を用いた非球面レンズの開発を進めており、ユーザーでの採用に向けた営業活動

を展開する予定です。 

  

機能性材料事業 売上高1,264百万円（前年同期比9.7％増）、営業利益 386百万円（前年同期比54.5％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、光通信業界向けファイバ販売ビジネス

が好調であったことなど、総じて堅調な受注を得ることができ、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、売上高の増加に加え、全体的な経費削減の効果などにより、前年同期に比べ営業利益は大きく増加いた

しました。 

  

海外事業 売上高226百万円（前年同期比75.0％減）、営業損失177百万円（前年同期営業損失174百万円） 

 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）

有限公司において、マシンビジョンシステム製品の生産高が低下していることなどから、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

2



その他の事業 売上高210百万円（前年同期比2.2％減）、営業損失156百万円（前年同期営業損失131百万円） 

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。当事業の売上高は、顕微鏡用光

源装置やファイバオプティックプレートを中心に、前年同期と同水準となりました。利益面については、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。 

 本事業においては、当期から環境にやさしく、物理的・化学的特性にも優れたショット製光ファイバ

「PURAVIS」、医療機器向けデザイン照明「IllumaMED」、航空機キャビン用LED 照明「HelioJet」など、各種新製品

の販売を開始するなど、将来の事業拡大に向け積極的な活動を行っております。 

   

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

総資産の残高は7,582百万円で、前連結会計年度末に比べ967百万円減少いたしました。主な減少は、受取手形及

び売掛金441百万円、商品及び製品226百万円、未収入金203百万円であります。 

負債の残高は4,236百万円で、前連結会計年度末に比べ804百万円減少いたしました。主な減少は、支払手形及び

買掛金545百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）154百万円であります。 

純資産の残高は3,345百万円で前連結会計年度末に比べ163百万円減少いたしました。主な減少は、四半期純損失

186百万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 

 連結業績予想につきましては、現時点における業況が堅調に推移していることに加え、第４四半期からは当期実

施した販売管理費抑制策の効果が現出してくることなどを踏まえ、平成24年４月27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（注記事項）に関する事項
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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23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 388,515 245,086

関係会社預け金 1,376,465 1,626,002

受取手形及び売掛金 1,918,101 1,476,128

商品及び製品 1,634,513 1,407,778

仕掛品 294,539 310,635

原材料及び貯蔵品 645,032 629,548

前払費用 93,328 43,721

未収入金 224,325 20,526

繰延税金資産 304,748 229,186

その他 34,454 32,240

貸倒引当金 △27,647 △27,542

流動資産合計 6,886,379 5,993,312

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 876,416 913,550

減価償却累計額 △380,749 △434,730

建物及び構築物（純額） 495,667 478,820

機械装置及び運搬具 834,113 798,927

減価償却累計額 △719,759 △705,470

機械装置及び運搬具（純額） 114,353 93,456

工具、器具及び備品 1,226,383 1,110,634

減価償却累計額 △1,106,719 △1,011,575

工具、器具及び備品（純額） 119,664 99,059

土地 8,750 8,750

リース資産 4,881 4,881

減価償却累計額 △2,680 △3,215

リース資産（純額） 2,201 1,665

建設仮勘定 － 15,684

有形固定資産合計 740,636 697,436

無形固定資産   

借地権 34,553 34,849

ソフトウエア 86,865 73,944

その他 3,305 3,178

無形固定資産合計 124,724 111,972

投資その他の資産   

投資有価証券 15,695 15,529

関係会社株式 289,486 303,194

破産更生債権等 3,101 2,412

差入保証金 150,897 143,514

投資不動産 591,079 570,130

減価償却累計額 △249,197 △252,989
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

投資不動産（純額） 341,882 317,141

その他 150 0

貸倒引当金 △3,101 △2,412

投資その他の資産合計 798,111 779,379

固定資産合計 1,663,472 1,588,788

資産合計 8,549,852 7,582,101

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,252,513 1,706,720

短期借入金 63,895 200,000

1年内返済予定の長期借入金 204,350 475,000

未払金 351,731 282,906

リース債務 845 875

未払法人税等 39,425 16,014

賞与引当金 196,583 43,732

事業構造改善引当金 137,466 187,581

その他 164,842 125,232

流動負債合計 3,411,653 3,038,063

固定負債   

長期借入金 525,000 100,000

リース債務 1,498 837

退職給付引当金 1,006,397 989,010

受入保証金 20,502 32,787

繰延税金負債 81 －

資産除去債務 75,852 75,975

固定負債合計 1,629,331 1,198,610

負債合計 5,040,984 4,236,673

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 △3,305,850

自己株式 △326 △326

株主資本合計 3,587,966 3,401,760

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13 △193

為替換算調整勘定 △79,113 △56,139

その他の包括利益累計額合計 △79,099 △56,333

純資産合計 3,508,867 3,345,427

負債純資産合計 8,549,852 7,582,101
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,902,379 7,086,249

売上原価 6,064,622 5,114,678

売上総利益 2,837,756 1,971,571

販売費及び一般管理費 2,405,905 1,912,899

営業利益 431,851 58,671

営業外収益   

受取利息及び配当金 410 612

為替差益 － 43,390

持分法による投資利益 16,071 15,681

負ののれん償却額 4,810 －

受取家賃 75,559 73,020

貸倒引当金戻入額 － 2,166

貯蔵品売却益 10,353 －

その他 5,303 7,039

営業外収益合計 112,507 141,910

営業外費用   

支払利息 10,517 11,305

手形売却損 5,321 3,902

為替差損 29,503 －

売上債権売却損 15,428 14,163

不動産賃貸費用 61,187 58,641

営業外費用合計 121,956 88,012

経常利益 422,402 112,568

特別利益   

投資有価証券売却益 6,428 －

固定資産売却益 44 －

事業構造改善引当金戻入額 5,181 －

特別利益合計 11,654 －

特別損失   

固定資産除却損 6,667 6,255

固定資産売却損 721 136

投資有価証券評価損 10,253 744

減損損失 7,356 －

事業構造改善費用 14,804 182,925

子会社整理損 － 1,464

災害による損失 30,911 －

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 70,714 230,346

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（△）

363,342 △117,777

法人税、住民税及び事業税 29,453 11,609

過年度法人税等戻入額 － △8,308
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

法人税等還付税額 － △6,403

法人税等調整額 113 71,530

法人税等合計 29,567 68,428

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（△）

333,774 △186,205

四半期純利益又は四半期純損失（△） 333,774 △186,205
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10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（△）

333,774 △186,205

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,664 △207

為替換算調整勘定 △994 22,973

その他の包括利益合計 1,669 22,766

四半期包括利益 335,444 △163,439

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 335,444 △163,439

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。   

   

  該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年10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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額56,986千円には、セグメント間取引消去△42,170千円、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99,157千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。 

  

  

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 

（単位：千円）

（注）減損損失の調整額7,356千円には、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。  

（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

（５）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 
 5,954,559  338,441  334,180  1,152,824  907,162  215,209  8,902,379       －  8,902,379

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 319,822       61,213  113,963       －     817,417       －  1,312,416  △1,312,416           －

計  6,274,382     399,654  448,144  1,152,824  1,724,579  215,029  10,214,796  △1,312,416  8,902,379

セグメント利益又

は損失（△） 
 567,756  △89,185  △48,265  250,050  △174,253  △131,238  374,864  56,986  431,851

  

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  

減損損失  －  －  －  －  －  －  －  7,356  7,356
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年10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 

  （単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△20,565千円には、セグメント間取引消去18,146千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用等△38,711千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。 

  

  

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。                                 

  

  

  

 該当事項はありません。 

   

   

  

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 
 4,508,109  613,107  263,008  1,264,895  226,681  210,447  7,086,249       －  7,086,249

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 73,009  4,304  －       －  571,195       －  648,509  △648,509       －

計  4,581,119  617,412  263,008  1,264,895  797,876  210,447  7,734,759  △648,509  7,086,249

セグメント利益又

は損失（△） 
 12,322  45,636  △31,821  386,421  △177,243  △156,078  79,236  △20,565  58,671

（６）重要な後発事象
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