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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年3月20日～平成25年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 2,817 △33.1 △306 ― △165 ― △188 ―
24年3月期 4,209 △23.9 △243 ― △234 ― △303 ―

（注）包括利益 25年3月期 △102百万円 （―％） 24年3月期 △340百万円 （―％）

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 △9.88 ― △3.7 △2.4 △10.9
24年3月期 △15.90 ― △5.7 △3.2 △5.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  131百万円 24年3月期  ―百万円

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 6,896 4,995 72.4 261.97
24年3月期 6,900 5,100 73.9 267.46

（参考） 自己資本   25年3月期  4,995百万円 24年3月期  5,100百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 163 △3 △0 2,760
24年3月期 △308 △299 △19 2,590

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 3月21日～平成26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）

 

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) 1,600 28.3 △140 ― △135 ― △130 ― △6.82
通期 3,600 27.8 30 ― 40 ― 30 ― 1.57



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 663,577 株 24年3月期 661,648 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 19,068,578 株 24年3月期 19,070,904 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年3月20日～平成25年3月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 1,828 △46.8 △176 ― △144 ― △166 ―
24年3月期 3,434 △27.4 85 △55.1 94 △57.5 29 △69.4

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

25年3月期 △8.75 ―
24年3月期 1.52 ―

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 7,221 5,582 77.3 292.76
24年3月期 7,249 5,671 78.2 297.41

（参考） 自己資本 25年3月期  5,582百万円 24年3月期  5,671百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
  この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査 
  手続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 
  本資料に記載されている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。 
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１．経  営  成 績 

（１） 経営成績に関する分析 
＜当期の経営成績＞ 
 当期におけるわが国経済は、欧州政府債務問題及び新興国の成長減速等により先行きの不

透明感が強いまま推移いたしましたが、年末以降は、新政権の経済政策に反応した円安基調

や株価上昇等経済動向に変化の兆しが見られ始めております。  

このような経営環境のなかで、これまで取り組んできたオプト＆メカトロニクスのコア事

業化という事業構造改革の仕上げを目指し、ガルバノスキャナシステムやロボット応用シス

テム分野での新事業推進による確実な利益体質の確保に取り組んでまいりましたが、レーザ

マーキング装置が液晶ディスプレイやタッチパネル業界の設備投資の手控えにより一時的に

落ち込んだほか、データ復旧サービスやフォトキオスク端末といった情報通信サービス分野

での需要縮小の影響もあり、当期の売上高は 28 億 17 百万円（前期比 33.1％減）となりまし

た。 

   損益面では、これまで以上のコストダウンのほか特別経費削減策にも取り組みましたが、売

上の落込みをカバーするまでには至らず、営業損失 3 億 6 百万円、経常損失 1 億 65 百万円、

当期純損失は１億 88 百万円となりました。 

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。 

   当期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（前期比） 営業損益 

オプトメカトロニクス     18 億 11 百万円 
   （36.2%減） 

△３億 16 百万円 
（59 百万円損失減） 

情報通信ビジネス 10 億５百万円 
  （26.5%減）  

10 百万円 
（１億 22 百万円減） 

合   計 28 億 17 百万円 
   （33.1%減）  

△３億６百万円 
（62 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下半期前半まで自動車関連向けのリモート溶接ヘッドや電子

部品業界向けを中心に好調に推移しましたが、期末にかけて中国での設備投資延伸の影響も

あり伸び悩んだほか、レーザマーキング装置もスマートフォン向けタッチパネル業界での設

備投資再開により受注が回復してきているものの、売上計上時期が来期にずれ込みました。

また、㈱ワイディー・メカトロソリューションズでは新規事業のロボット応用システムがゼ

ネラルパッカー㈱と連携して食品業界等新たな市場を獲得し、電極塗布装置もスマートフォ

ン用のセラミックコンデンサー業界向けに好調を持続しておりますが、スプレー塗布装置が

主力の台湾市場での競争激化の影響で伸び悩みました。 

これらの結果、売上高は前期比で減少しました。損益面では、徹底したコストダウンと生

産性向上に努めましたが、赤字計上のやむなきに至りました。 
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［情報通信ビジネス］ 

 データ復旧サービスは、スマートフォン向けの復旧サービスや遠隔操作でデータ復旧サー

ビスを行うなど市場の変化にいち早く対応いたしましたが、クラウドの普及や相次ぐ大災害

や大規模障害に対応した法人でのバックアップ体制強化により需要が縮小しているため、売

上が減少しました。 

情報マルチメディアでは、放送業界向けの産業用カードリーダなど業務用分野に特化して

市場開拓をすすめておりますが、デジタルプリントの市場規模が縮小しフォトキオスク端末

の需要が減少しているため、売上が減少しました。 

これらの結果、売上高が前期に比べ減少しましたが、損益面では経費圧縮の継続と採算管

理の徹底により若干の黒字を確保することができました。 

  （参考）個別業績につきましては、売上高 18 億 28 百万円（前期比 46.8%減）、営業損失１

億 76 百万円（同２億 61 百万円減）、経常損失１億 44 百万円（同２億 39 百万円減）、

当期純損失１億 66 百万円（同１億 95 百万円減）となりました。 
 

＜次期の見通し＞ 
 平成 26 年３月期は、厳しい環境下で、７ページ記載の諸施策に注力してまいります。 
 現時点での業績見通しにつきましては、以下のとおりです。 
 なお、次期の為替レートは、平均９０円／米ドルを想定しております。 
 ［ 連結業績予想 ］ 

  平成 26 年３月期見通し      当期比 

   売上高         36 億円 ７億 82 百万円増（ 27.8 %増）

   営業利益         30 百万円 ３億 36 百万円増 
   経常利益         40 百万円 ２億５百万円増 
   当期純利益         30 百万円 ２億 18 百万円増 

 
（２） 財政状態に関する分析 
  ＜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、たな卸資産の増加などにより、資産の合計は

前連結会計年度末比３百万円減の 68 億 96 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１

億１百万円増の 19 億１百万円となりました。 
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１億５

百万円減の 49 億 95 百万円となりました。 
 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比１億 69 百

万円増の 27 億 60 百万円となりました。 
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当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失１億 79 百万円、売上債

権の減少、仕入債務の増加による資金増加、たな卸資産の増加による資金減少などにより

１億 63 百万円の増加(前年同期比４億 71 百万円の増加)となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による資金減少などにより

３百万円の減少（前年同期比２億 95 百万円の増加）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(前年同期比19百万

円の増加）。 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 
 平成 22 年 

３月期 
平成 23 年 
３月期 

平成 24 年 
３月期 

平成 25 年 
３月期 

自己資本比率(%) 70.1    69.6    73.9    72.4 
時価ベースの自己資本比率(%) 30.3    24.5    28.5    27.1 

・自己資本比率：自己資本／総資産 
  ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
  （注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務指標により算出しております。 
     ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出

しております。 
    ３．有利子負債は、ありません。 
 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
      株主の皆様への利益配分につきましては、業績、財務状況および将来の企業価値の向上に

向けた事業投資のための資金需要などを総合的に勘案したうえ、株主の皆様への利益還元を

図りたいと考えています。具体的には、連結配当性向を考慮しつつ、安定的な配当の維持に

努める一方、キャッシュ・フローの状況に応じて、機動的な株主還元策を併せて講じること

により、総合的な株主還元を行っていきたいと考えております。 
   一方、当社を取り巻く厳しい経営環境の中、今後会社を存続させ、引き続き競争力を維持

し、中長期的に成長性を高めていくための積極投資を展開していくためには、内部資金の確

保が経営上不可欠であります。 
当期の配当につきましては、経営環境の悪化により連結ベースで２期連続の損失計上のや

むなきに至っているため、配当を見送らせていただきたいと存じます。 
次期の配当につきましては、景気回復の兆しが見えるもののまだ予断を許さない状況にあ

ることなどを総合的に勘案して、現時点では配当を見送らせていただきたいと考えておりま

す。 
（４）事業等のリスク 

当社グループの業績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは、次に挙げる

ものが考えられます。 
なお、文中の将来に関する事項は、当期末（平成25年３月20日）時点において当社グルー

プが判断したものです。 
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当社グループは、これらのリスクを認識したうえで、発生の回避および発生したときの

対応に万全を尽くす所存です。 
①経済動向・市場環境の変化 
当社グループ製品の売上は、主たる市場である日本や 終需要家として一定の割合を占め

るアジア（中国、韓国、台湾）の経済状況および主要需要先である自動車・電子部品・食品

の各関連業界の投資動向の影響を受け、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。 
②為替相場の変動 
 当社グループの部品の調達は、主として日本国内で行っておりますが、想定以上の円安は、

原材料の調達価格に影響を与え、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性

があります。 
③競争の激化 

当社グループの事業分野においては、それぞれの分野で強力な競合相手が存在します。特

に価格面での競争激化に直面し、将来においても優位に競争できるという保証はありません。 
価格面での激しい競争は、当社グループの業績および財務状況に影響を与える可能性があ

ります。 

④品質問題の発生 

当社グループは、国内および海外の品質基準によって製品の製造を行い、すべての製品

につき欠陥が発生しないように万全の品質保証体制を整えております。しかしながら、す

べての製品において、まったく欠陥がなく、製造物賠償責任が発生しないという保証はあ

りません。 

製造物製造責任保険に加入していますが、すべてをこの保険でカバーできずに当社グル

ープの業績および財務状況に影響を与える可能性があります。 
⑤減損会計 
当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年８月９日)及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日))を適用しており

ます。大幅な業績の悪化及び不動産価格の下落等があった場合は、減損損失が発生し、業

績に影響を与える可能性があります。 
⑥投資有価証券 

 投資有価証券のうち時価のあるものについては、期末の市場価格等に基づく時価法、

時価のないものについては移動平均法による原価法で評価しております。投資有価証

券のうち時価のあるものについては、時価の変動により投資有価証券の価額が変動し、

その結果純資産が増減します。また、投資有価証券について、時価又は実質価額が著

しく下落した場合には、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損してお

ります。将来、時価又は実質価額が著しく下落し、回復見込みが認められない場合に

は、減損する可能性があります。特に保有債券（ユーロ円債）については、欧米の経

済情勢および為替相場が急激に変動した場合は減損する可能性があります。 
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            ２．経  営  方  針 

 
（１）経営の基本方針 

当社グループは、以下の経営理念を経営の基本方針としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）目標とする経営指標 
  当社グループは、自己資本を効率的に活用しつつ、株主価値の拡大を図るという視点に立ち、

売上高経常利益率、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標と位置づけ、高めるこ

とを目標としています。 
 
（３）中期的な経営戦略 
   2011 年度に終了いたしました新中期経営計画「チャレンジＹＤ」は、オプト＆メカトロソ

リューションのコア事業化には着実な成果をあげましたが、景気の低迷が深刻化し、自然災

害も頻発するなど厳しい経営環境が続くなか事業規模の拡大という目標は未達となっており

ます。 
2012 年度は、「チャレンジＹＤ」での量の見誤りを繰り返さないためそれまでの諸施策を

継続しながら、新事業の推進と保有技術を積極的に展開するなど新中期経営計画の策定に向

けての準備をすすめてまいりました。 
2013 年度にはいり当社を取り巻く経営環境にも明るい兆しが見え始めており、事業構造改

革を完全に成し遂げ、将来に向けて黒字体質を確実なものにしていくことにしており、現在

新中期経営計画の策定に向けて最終段階にはいっており、2013 年６月には公表させていただ

く予定です。   
 
 
 
 
 
 

 

私たちワイ・イー・データは、「情報化社会に貢献する技術と信頼」をモットーに、最先

端技術の追求と高度な品質管理体制の確立を目指すとともに、株主重視の視点に立ち、企業

価値を継続的に高めます。 
この目標達成のためにつぎの３項目を掲げ、その実現に努力します。 

１．信頼のマルチメディア技術でＩＴ市場に貢献します。 
２．メカトロレーザ技術で産業に貢献します。 

３．高度なデータ復旧技術で顧客の信頼に応えます。 
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（４）会社の対処すべき課題 
   今後の経営環境につきましては、輸出環境の改善や経済対策効果などにより景気が回復に

向かうことが期待されますが、海外景気の下振れリスクや設備投資の先行きなど不透明な要

因が残っており、厳しい状況で推移することが予想されます。 
    こうしたなかで、当社グループはこれまで取り組んできた事業構造改革を完全に成し遂げ

て黒字化を達成し、将来に向けて黒字体質を確実なものとしてまいります。 
１．軸とする事業の明確化と量の拡大、質の向上を図ります。 
 ①事業の柱を成長させてまいります。 
・技術競争力の強化と保有技術の積極的な拡販によりガルバノスキャナシステムを事業の

柱として成長させてまいります。 
・ゼネラルパッカー㈱、㈱安川電機との連携によりロボット応用システムの食品業界を始

めとする新分野での市場開拓、拡販にさらに注力してまいります。 
・電極塗布装置では、既存客先を超え、対象マーケットの深耕、拡大を図ってまいります。 
②製品の標準化活動を推進し、受注機動力の向上と、設計・調達・生産の効率化を図って

まいります。 
    ２．Ｑ（品質）・Ｃ（コスト）・Ｄ（納期）の強化により収益の確保を図ります。 

        ①失敗コストの撲滅及び直接部門・間接部門を問わず、生産性の向上を図ります。 
        ②徹底したコストダウンとＶＡ／ＶＥを図るとともに、受注から設計・調達・生産・出荷

まで納期を守る体質の強化によりロスを排除してまいります。 
  ３．量の拡大に対応した品質保証体制を構築してまいります。 
   ①拡大領域（ガルバノスキャナシステム・ロボット応用システム）での確実な品質保証体

制を構築してまいります。 
   ②レーザマーキング装置投資案件の受注回復に対し、品質を確保してまいります。 

       
   なお、上記に加え、東京営業所にあった営業部門を本社に統合することで、コア事業であ

るオプトメカトロニクス事業における技術部門と営業部門の連携強化や経営の効率化を図る

とともに、平成 25 年４月から役員報酬の減額幅を拡大するなど特別経費削減対策を強化して

おります。 
 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 
 該当事項はありません。 

 

 



３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,812 1,986 

預け金 777 773 

受取手形及び売掛金 2,175 1,499 

製品 102 277 

仕掛品 160 272 

原材料及び貯蔵品 107 112 

その他 95 158 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 5,232 5,081 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 352 328 

機械装置及び運搬具（純額） 23 15 

土地 326 326 

その他（純額） 14 10 

有形固定資産合計 716 681 

無形固定資産   

その他 7 4 

無形固定資産合計 7 4 

投資その他の資産   

投資有価証券 653 837 

その他 293 294 

貸倒引当金 △2 △2 

投資その他の資産合計 943 1,129 

固定資産合計 1,667 1,815 

資産合計 6,900 6,896 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 342 521 

未払費用 205 155 

未払法人税等 13 12 

製品保証引当金 4 5 

その他 17 72 

流動負債合計 583 767 

固定負債   

長期未払金 24 166 

退職給付引当金 1,191 967 

固定負債合計 1,215 1,134 

負債合計 1,799 1,901 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成25年３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 △271 

自己株式 △166 △167 

株主資本合計 5,280 5,091 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △165 △88 

為替換算調整勘定 △14 △8 

その他の包括利益累計額合計 △180 △96 

純資産合計 5,100 4,995 

負債純資産合計 6,900 6,896 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成25年３月20日) 

売上高 4,209 2,817 

売上原価 3,647 2,495 

売上総利益 562 321 

販売費及び一般管理費 805 628 

営業損失（△） △243 △306 

営業外収益   

受取利息 0 2 

受取配当金 4 － 

為替差益 － 1 

雇用調整助成金 2 － 

持分法による投資利益 － 131 

物品売却益 1 － 

その他 5 5 

営業外収益合計 16 141 

営業外費用   

為替差損 0 － 

投資事業組合運用損 5 － 

その他 1 0 

営業外費用合計 7 0 

経常損失（△） △234 △165 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 － 

投資有価証券売却益 4 － 

特別利益合計 12 － 

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 6 13 

投資有価証券売却損 21 － 

事業整理損 8 － 

退職給付制度改定損 17 － 

退職給付関連損失 13 － 

その他 2 － 

特別損失合計 69 13 

税金等調整前当期純損失（△） △292 △179 

法人税、住民税及び事業税 11 9 

法人税等合計 11 9 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △303 △188 

当期純損失（△） △303 △188 
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成25年３月20日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △303 △188 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36 80 

為替換算調整勘定 △1 5 

その他の包括利益合計 △37 85 

包括利益 △340 △102 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △340 △102 

少数株主に係る包括利益 － － 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 

 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成25年３月20日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,008 5,008 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,008 5,008 

資本剰余金   

当期首残高 522 522 

当期変動額   

自己株式の処分 △0 － 

自己株式処分差損の振替 0 － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 522 522 

利益剰余金   

当期首残高 238 △83 

当期変動額   

剰余金の配当 △19 － 

当期純損失（△） △303 △188 

自己株式処分差損の振替 △0 － 

当期変動額合計 △322 △188 

当期末残高 △83 △271 

自己株式   

当期首残高 △166 △166 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 － 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △166 △167 

株主資本合計   

当期首残高 5,603 5,280 

当期変動額   

剰余金の配当 △19 － 

当期純損失（△） △303 △188 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 － 

当期変動額合計 △322 △188 

当期末残高 5,280 5,091 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 

 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成25年３月20日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △129 △165 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36 77 

当期変動額合計 △36 77 

当期末残高 △165 △88 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △13 △14 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 5 

当期変動額合計 △1 5 

当期末残高 △14 △8 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △142 △180 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37 83 

当期変動額合計 △37 83 

当期末残高 △180 △96 

純資産合計   

当期首残高 5,460 5,100 

当期変動額   

剰余金の配当 △19 － 

当期純損失（△） △303 △188 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 0 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37 83 

当期変動額合計 △360 △105 

当期末残高 5,100 4,995 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 

 至 平成25年３月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △292 △179 

減価償却費 50 42 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 △0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72 △23 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 0 0 

受取利息及び受取配当金 △5 △2 

為替差損益（△は益） △1 △2 

固定資産処分損益（△は益） 1 － 

固定資産売却損益（△は益） 0 － 

投資有価証券売却損益（△は益） 16 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 6 13 

持分法による投資損益（△は益） － △131 

売上債権の増減額（△は増加） 87 685 

たな卸資産の増減額（△は増加） 440 △288 

仕入債務の増減額（△は減少） △564 170 

未払費用の増減額（△は減少） △34 △49 

未払消費税等の増減額（△は減少） △56 6 

未収消費税等の増減額（△は増加） △3 △12 

その他 8 △67 

小計 △298 161 

利息及び配当金の受取額 1 11 

法人税等の支払額 △12 △10 

法人税等の還付額 1 0 

営業活動によるキャッシュ・フロー △308 163 

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 △20 △3 

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 

投資有価証券の取得による支出 △300 － 

投資有価証券の売却による収入 20 － 

貸付けによる支出 △1 － 

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 △299 △3 

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 1 10 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △625 169 

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期末残高 2,590 2,760 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載したものを除き、

近の有価証券報告書（平成 24 年６月 18 日提出）における記載から重要な変更がな

いため、開示を省略しております。 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

(持分法適用の範囲の重要な変更) 

当連結会計年度より、ゼネラルパッカー株式会社に当社から取締役１名を派遣し影響

力が増したことにより、同社を持分法の適用範囲に含めております。 
 

（８）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） 

当連結会計年度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。 

 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

（開示の省略） 

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付関係等

及び関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

なお、当該注記事項に関しては、平成 25 年６月 17 日提出予定の有価証券報告書に記

載いたしますので、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電

子開示システム」（EDINET）でご覧いただくことができます。 

 

（セグメント情報等） 

 〔セグメント情報〕 

   (a) 報告セグメントの概要 
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された

財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価

するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 
当社グループは、取り扱う製品およびサービス別のセグメントから構成されて
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おり、「オプトメカトロニクス」および「情報通信ビジネス」の２つを報告単位と

しております。 
「オプトメカトロニクス」は、レーザとメカトロ機械技術を組み合わせたガルバ

ノスキャナシステム・レーザマーキングシステムのほか、子会社㈱ワイディー・

メカトロソリューションズでのスプレー塗布装置・電極塗布装置・ロボット応用

システムといった装置製造分野の事業を展開しています。 
   「情報通信ビジネス」は、データ復旧サービス、情報マルチメディア（メモリ

ーカードリーダ・ライタ・写真印刷端末キオスク装置・情報端末・通信ネットワ

ークビジネス・サービス）を事業展開しています。 
 

   (b)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の

算定方法 
     報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の算定方法と

概ね同一であります。 

 
 (c)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に

関する情報 
    前連結会計年度（自平成 23 年 3 月 21 日 至平成 24 年 3 月 20 日） 

（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 
連結財務諸表計上額

（注） 

売上高  

(1)外部顧客への売上高 2,840 1,369 4,209 - 4,209

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 - - - - -

計 2,840 1,369 4,209 - 4,209

セグメント利益又は損失(△) △375 132 △243 - △243

その他の項目  

 減価償却費 27 22 50 - 50

(注)１．セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と一致しております。 
２．セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載して

おりません。ただし、配分されていない償却資産の減価償却費は、合理的な配賦基

準で各事業セグメントへ配賦しております。 
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    当連結会計年度（自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 25 年 3 月 20 日） 
（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 
連結財務諸表計上額

（注） 

売上高  

(1)外部顧客への売上高 1,811 1,005 2,817 - 2,817

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 - - - - -

計 1,811 1,005 2,817 - 2,817

セグメント利益又は損失(△) △316 10 △306 - △306

その他の項目  

 減価償却費 26 15 42 - 42

(注)１．セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と一致しております。 
２．セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載して

おりません。ただし、配分されていない償却資産の減価償却費は、合理的な配賦基

準で各事業セグメントへ配賦しております。 
 
〔関連情報〕 
前連結会計年度（自平成 23 年 3 月 21 日 至平成 24 年 3 月 20 日） 

(a)製品及びサービスごとの情報 
セグメント情報の中で同様の情報が記載されているため、記載を省略しており

ます。 
 

(b)地域ごとの情報 

・売上高                  (単位：百万円) 

日 本 アジア 欧 州 計 

3,462 739 7 4,209 

 

・有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産

の金額の 90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

・主要な顧客ごとの情報        (単位：百万円) 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント 

東レエンジニアリング株式会社 824オプトメカトロニクス 
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当連結会計年度（自平成 24 年 3 月 21 日 至平成 25 年 3 月 20 日） 

(a)製品及びサービスごとの情報 
セグメント情報の中で同様の情報が記載されているため、記載を省略しており

ます。 
 

(b)地域ごとの情報 

・売上高                  (単位：百万円) 

日 本 アジア 欧 州 北米 計 

2,488 326 0 1 2,817

 

・有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産

の金額の 90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

・主要な顧客ごとの情報        (単位：百万円) 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント 

株式会社 南陽 334オプトメカトロニクス 

 

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕 

 該当事項はありません。 

 

〔報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〕 

  該当事項はありません。 

 

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕 

  該当事項はありません。 

 

（1 株当たり情報） 

               ［前連結会計年度］     ［当連結会計年度］ 

1 株当たり純資産額         267 円 46 銭        261 円 97 銭 

1 株当たり当期純損失(△)        △15 円 90 銭        △9 円 88 銭 

なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、当連結会計年度及び前連

結会計年度については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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(注)1 株当たり当期純損失（△）金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

（前連結会計年度）      （当連結会計年度） 

当期純損失(△)          △303 百万円        △188 百万円 

普通株式に帰属しない金額              -百万円               -百万円 

普通株式に係る当期純損失(△)        △303 百万円                △188 百万円 

期中平均株式数                 19,070,904 株        19,068,578 株 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

４．その他 

 
（１）役員の異動 

 該当事項はありません。 

 

（2）その他 

   該当事項はありません。 
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