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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年3月21日～平成24年9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2四半期 1,247 △25.8 △298 ― △300 ― △304 ―
24年3月期第2四半期 1,680 △40.5 △107 ― △111 ― △137 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △298百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △165百万円 （―％）

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2四半期 △15.95 ―
24年3月期第2四半期 △7.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 6,617 4,801 72.6
24年3月期 6,900 5,100 73.9
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,801百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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、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 3,650 △13.3 25 ― 30 ― 20 ― 1.05



(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き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2Q 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2Q 662,657 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2Q 19,068,988 株 24年3月期2Q 19,072,111 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２四半期連結累計期間（平成 24 年３月 21 日～平成 24 年９月 20 日）におけるわが国経

済は、東日本大震災からの復興需要の顕在化などにより、緩やかな景気回復の動きが見られた

ものの、海外経済の減速懸念や歴史的な円高水準の影響などにより不透明な状況が続きました。 

このような厳しい経営環境のなか、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のほか、スマートフォン向けの設備投資需要により電極塗

布装置及び半導体検査装置が堅調に推移いたしましたが、全般的な消費の低迷や投資の抑制、

延伸により売上高は 12 億 47 百万円（前年同期比 25.8 %減）となりました。 

 損益面では、減収そのものの影響に加えて、高採算商品の納期延伸影響や品質対応への一時

費用が発生したことで、営業損失２億 98 百万円（前年同期比１億 91 百万円損失増）、経常損失

３億円（同１億 89 百万円損失増）、当期純損失３億４百万円（同１億 66 百万円損失増）とな

りました。 

 当社グループでは、事業内容を２つのセグメントに分けております。 

当第２四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     ７億 53 百万円 
     （21.8%減） 

△２億 97 百万円 
（86 百万円損失増） 

情報通信ビジネス ４億 94 百万円 
   （31.1%減）  

△１百万円 
(１億４百万円減） 

合   計 12 億 47 百万円 
    （25.8%減）  

△２億 98 百万円 
（１億 91 百万円損失増）

 

  ［オプトメカトロニクス］ 

   ガルバノスキャナシステムは、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第１四半期からの好調がさらに拡大しているほか、スマートフォン市

場の拡大が続くなか積層セラミックコンデンサー業界の旺盛な設備投資に支えられ、電極塗

布装置や半導体検査装置が堅調に推移いたしました。また、ロボット応用システムも食品業

界や環境リサイクル業界、更には医薬品分野といった新たな市場を獲得し、順調に拡大して

おります。 

   しかしながら、レーザマーキング装置ではスマートフォン向け以外の液晶パネルの設備投

資が一巡したことで消耗品や改造案件を除いた新規投資案件の引き合いが急速に縮小してお

り、スプレー塗布装置も台湾市場等での競争激化による影響で引き続き伸び悩みました。 

   これらの結果、売上高が前年同期比で、減少いたしました。損益面では、経費削減策の強

化やコストダウンの徹底を行いましたが、赤字計上のやむなきに至りました。 

  ［情報通信ビジネス］ 

   データ復旧サービスは新たなサービスメニューとして平成 24 年７月からスマートフォン

向けのサービスを始めるなどサービス体制の強化に努めましたが、クラウドの普及による影

響で法人需要が伸び悩んだことにより低調に推移いたしました。 
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 情報マルチメディアでは、景気低迷に加え画像情報の電子ファイルでの保存が普及したこ

とによりフォトキオスク端末の需要が減少したことで厳しい状況が続きました。 

 これらの結果、売上高は前年同期比で減少いたしました。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。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

(当第２四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 82 百万円減の 66 億 17 百万円となりました。 

負債の部では、支払手形及び買掛金の増加などにより、負債合計は前連結会計年度末比 16

百万円増の 18 億 15 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 98

百万円減の 48 億 1 百万円となりました。 

 

(当第２四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２四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４億 1百万円増加し 29 億 92 百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における

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３億円の計上、たな卸資産の増加等による資金減少などにより４億６百万円の

収入(前年同四半期は３億 79 百万円の支出)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に無形固定資産の取得による資金減少により１

百万円の支出(前年同四半期は 13 百万円の支出)となりました。 

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。(前年同四半期は

19 百万円の支出) 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績につきましては、世界経済の先行き不透明さはありますが、ガルバノスキャナシ

ステムや食品業界向けをはじめとしたロボット応用システムの引き合いが旺盛であり、平成 24

年９月 18 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）に関する情報 

(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。 
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(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） 

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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,812 2,149 

預け金 777 843 

受取手形及び売掛金 2,175 1,353 

製品 102 118 

仕掛品 160 198 

原材料及び貯蔵品 107 100 

その他 95 185 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 5,232 4,949 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 352 340 

機械装置及び運搬具（純額） 23 19 

土地 326 326 

その他（純額） 14 12 

有形固定資産合計 716 698 

無形固定資産   

その他 7 6 

無形固定資産合計 7 6 

投資その他の資産   

投資有価証券 653 672 

その他 293 293 

貸倒引当金 △2 △2 

投資その他の資産合計 943 963 

固定資産合計 1,667 1,667 

資産合計 6,900 6,617 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 342 410 

未払費用 205 174 

未払法人税等 13 10 

製品保証引当金 4 1 

その他 17 69 

流動負債合計 583 666 

固定負債   

退職給付引当金 1,191 978 

長期未払金 24 170 

固定負債合計 1,215 1,149 

負債合計 1,799 1,815 
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 △387 

自己株式 △166 △167 

株主資本合計 5,280 4,976 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △165 △146 

為替換算調整勘定 △14 △27 

その他の包括利益累計額合計 △180 △174 

純資産合計 5,100 4,801 

負債純資産合計 6,900 6,617 
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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２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円未満切捨て）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成24年９月20日) 

売上高 1,680 1,247 

売上原価 1,370 1,221 

売上総利益 310 26 

販売費及び一般管理費 418 325 

営業損失（△） △107 △298 

営業外収益   

受取利息 0 0 

受取配当金 0 － 

雇用調整助成金 1 － 

特許権収入 0 － 

その他 5 3 

営業外収益合計 7 3 

営業外費用   

為替差損 5 5 

投資事業組合運用損 5 － 

その他 0 0 

営業外費用合計 10 5 

経常損失（△） △111 △300 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 － 

特別利益合計 2 － 

特別損失   

固定資産処分損 1 － 

固定資産売却損 0 － 

投資有価証券評価損 19 － 

その他 2 － 

特別損失合計 23 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △131 △300 

法人税、住民税及び事業税 5 3 

法人税等合計 5 3 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △137 △304 

四半期純損失（△） △137 △304 
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成24年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △137 △304 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26 19 

為替換算調整勘定 △1 △13 

その他の包括利益合計 △27 5 

四半期包括利益 △165 △298 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △165 △298 

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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成24年９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（△） △131 △300 

減価償却費 24 20 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 △12 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2 △3 

受取利息及び受取配当金 △0 △0 

為替差損益（△は益） 1 1 

有形固定資産処分損益（△は益） 1 － 

有形固定資産売却損益（△は益） 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） 619 820 

たな卸資産の増減額（△は増加） △238 △48 

仕入債務の増減額（△は減少） △406 70 

未払消費税等の増減額（△は減少） △56 1 

未払費用の増減額（△は減少） △21 △30 

未収消費税等の増減額（△は増加） △22 3 

長期未払金の増減額（△は減少） － △1 

その他 △170 △112 

小計 △370 408 

利息及び配当金の受取額 0 4 

法人税等の支払額 △9 △7 

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 △379 406 

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 △14 △0 

有形固定資産の売却による収入 0 － 

無形固定資産の取得による支出 △0 △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 △13 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △18 △0 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

自己株式の売却による収入 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 △2 △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △413 401 

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 2,803 2,992 
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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２四半期連結累計期間（自平成 23 年 3 月 21 日 至平成 23 年９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 963 717 1,680 - 1,680

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 - - - - -

計 963 717 1,680 - 1,680

セグメント利益又は損失(△) △210 103 △107 - △107

(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２四半期連結累計期間（自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 24 年９月 20 日） 
１.報告セグメントごとの売上高及び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 753 494 1,247 - 1,247

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 - - - - -

計 753 494 1,247 - 1,247

セグメント損失(△) △297 △1 △298 - △298

(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。 
 




