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1.  平成25年9月期第2四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年3月31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9月期第2四半期 3,702 △22.2 △200 ― △65 ― △230 ―
24年9月期第2四半期 4,762 △18.0 113 △45.2 213 △4.5 92 △35.2

（注）包括利益 25年9月期第2四半期 △174百万円 （―％） 24年9月期第2四半期 99百万円 （△27.4％）

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9月期第2四半期 △16.52 ―
24年9月期第2四半期 6.66 ―

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9月期第2四半期 6,473 3,155 48.8 226.49
24年9月期 7,135 3,330 46.7 239.03
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  3,155百万円 24年9月期  3,330百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年9月期 ― 0.00
25年9月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25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  ：  有   

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 8,140 △13.6 △130 ― 20 △86.1 △200 ― △14.35



(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   ：  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9月期2Q 13,933,928 株 24年9月期 13,933,928 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 486 株 24年9月期 438 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 13,933,489 株 24年9月期2Q 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２四半期連結累計期間における我が国経済は、平成24年11月に衆議院の解散と総選挙が決まって以降、経済

政策の転換への期待感から円安が進行するとともに株価上昇が続き、実体経済の回復に先行して景気回復への期待感

が高まりました。 

このような事業環境の中、当社グループ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

においては、依然として実需は低調でありましたが、円安の影響により海外からの引き合いが増加し、回復に向けた

兆しが見られました。このため、当社グループの第２四半期連結会計期間売上高は、第１四半期連結会計期間に比べ

ると増加しましたが、対前年同期比では減少いたしました。 

これまでの業況を踏まえ、今後の繰延税金資産の回収の可能性について慎重に検討いたしました結果、当第２四

半期連結累計期間において繰延税金資産の一部取崩しを行うことといたしました。  

  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、連結売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失

百万円（前年同期営業利益 百万円）、経常損失 百万円（前年同期経常利益 百万円）、四半期純損失 百

万円（前年同期四半期純利益 百万円）となりました。 

  

なお、当社では親会社であるショットグループの持つ高い知名度とブランドイメージを 大限活用し、企業価値

の向上につなげる為、平成25年５月１日に社名を「ショットモリテックス株式会社」へ変更するとともに埼玉県朝霞

市へ本社の移転を実施いたしました。 

  

セグメントの業績は以下のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間より業務効率向上に向けた組織変更を行い、合わせてセグメントの管理区分を見

直したことから、当社グループのセグメント構成を変更しております。 

また、第１四半期連結会計期間よりERP（統合業務パッケージ）システムを導入し、事業セグメントの損益の測定

方法の精緻化を図りました。これに合わせて、費用の配賦基準についても見直しを行い、全社費用などを各事業セグ

メントに配賦する方法へ変更しております。 

 なお、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比

較しております。詳細は「３．四半期連結財務諸表 （６）セグメント情報等」の「２．報告セグメントの変更等に

関する事項」に記載しております。 

  

マシンビジョンシステム・工業用事業 売上高 2,114百万円（前年同期比25.8％減）、営業損失233百万円 

マシンビジョンシステム・工業用事業においては、半導体業界、液晶業界における設備投資は低調であったもの

の、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においては円安の影響から引き合い

が増加いたしました。このような状況の中で、当事業の売上高は回復の兆しは見られたものの前年同期に比べ減少

し、利益面においても、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

3,702 22.2

200 113 65 213 230

92

従来セグメント 新セグメント 従来セグメントとの相違点 

マシンビジョンシステ

ム・工業用事業 

マシンビジョンシステ

ム・工業用事業 
 従来のセグメント区分から変更ありません。 

コスメ機器事業 
コスメ・メディカル 

機器事業 

 従来の「コスメ機器事業」に、「その他の事業」で計

上していたメディカル業界向けショットグループ製品の

販売に係わる事業を移管し、「コスメ・メディカル機器

事業」といたしました。 

オプトコム事業 オプトコム事業  従来のセグメント区分から変更ありません。 

機能性材料事業 
機能性材料・その他 

の事業 

 従来の「機能性材料事業」に、「その他の事業」で計

上していた移動体、防衛業界向けショットグループ製品

の販売に係わる事業を移管し、「機能性材料・その他の

事業」といたしました。 

海外事業 海外事業  従来のセグメント区分から変更ありません。 

その他の事業 ― 

 メディカル業界向けショットグループ製品の販売に係

わる事業を「コスメ・メディカル機器事業」へ移管し、

移動体、防衛業界向けショットグループ製品の販売に係

わる事業を「機能性材料・その他の事業」へ移管いたし

ました。 
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コスメ・メディカル機器事業 売上高 491百万円（前年同期比18.6％減）、営業利益 32百万円 

コスメ・メディカル機器事業においては、コスメ機器の主要販売先である化粧品業界において当第２四半期に化

粧品メーカー向けのカウンセリング機器導入が進みましたが、好調であった前年同期と比べると売上高は減少いたし

ました。メディカル機器は、医療分野向けの光源装置などの機器販売が低調でありました。このため、当事業の売上

高は前年同期に比べ減少いたしましたが、利益面においては営業利益となりました。 

  

オプトコム事業 売上高 176百万円（前年同期比2.7％減）、営業損失 3百万円 

オプトコム事業においては、光通信用レンズ製品については前年同期と同水準で推移いたしました。利益面につ

いては、前年同四半期に比べ改善いたしましたが、若干の営業損失となりました。 

  

機能性材料・その他の事業 売上高 832百万円（前年同期比15.3％減）、営業利益 105百万円 

 機能性材料・その他の事業においては、メディカル用各種チューブやシール、粒子類は順調に推移いたしました

が、光通信業界向けファイバ販売及び一部の商材において売上が第３四半期以降にずれ込んだことなどから、当事業

の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、営業利益を確保しております。 

  

海外事業 売上高 87百万円（前年同期比39.8％減）、営業損失 47百万円 

海外事業においては、特に中国における経済成長が鈍化したことなどに伴う設備投資抑制の影響から、売上高が

伸び悩みました。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減少していることなどから、営業損失となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

総資産の残高は 百万円で、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。主な増加は、原材料及び

貯蔵品 百万円であります。主な減少は、関係会社預け金 百万円であります。 

負債の残高は 百万円で、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。主な増加は、短期借入金

百万円であります。主な減少は、長期借入金（1年内返済予定を含む） 百万円、支払手形及び買掛金 百万円で

あります。 

純資産の残高は 百万円で、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。主な増加は、為替換算調

整勘定 百万円であります。主な減少は、四半期純損失 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。 

  

② 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 百万円で、前連結会計年度末に比べ 百

万円減少いたしました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（前年同期は 百万円の支出）となりました。主な増

減は、仕入債務の減少額 百万円、たな卸資産の増加額 百万円であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入（前年同期は 百万円の収入）となりました。主な支出

は、投資その他の資産の減少額 百万円であります。主な収入は、関係会社株式売却による収入 百万円でありま

す。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（前年同期は 百万円の収入）となりました。主な支出

は、長期借入金の返済 百万円であります。主な収入は、短期借入金の増加額 百万円であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における実績や今後の市場見通しなどを踏まえ、平成24年11月９日に発表した業績予想

について修正いたします。なお、連結の業績予想の内容につきましては、平成25年５月10日に別途発表の「平成25年

９月期通期業績予想の修正、営業外収益（為替差益）の計上および繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」をご参

照ください。 

6,473 661

185 671

3,317 487 300

400 350

3,155 174

53 230

956 710

626 520

494 104

0 165

22 30

100 26

400 300

3



（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 

（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） 

 法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益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
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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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 182,285 143,480

関係会社預け金 1,483,851 812,555

受取手形及び売掛金 1,529,098 1,500,088

商品及び製品 1,341,539 1,358,776

仕掛品 249,491 220,167

原材料及び貯蔵品 477,594 663,099

前払費用 71,640 55,911

未収入金 22,447 29,815

繰延税金資産 229,186 93,799

その他 33,115 34,774

貸倒引当金 △42,491 △24,815

流動資産合計 5,577,759 4,887,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 907,930 1,025,776

減価償却累計額 △444,506 △518,890

建物及び構築物（純額） 463,424 506,886

機械装置及び運搬具 819,483 890,964

減価償却累計額 △713,799 △759,826

機械装置及び運搬具（純額） 105,684 131,137

工具、器具及び備品 1,069,012 1,084,656

減価償却累計額 △965,944 △990,496

工具、器具及び備品（純額） 103,067 94,160

土地 8,750 3,274

リース資産 4,881 4,881

減価償却累計額 △3,394 △3,801

リース資産（純額） 1,487 1,079

建設仮勘定 15,216 2,048

有形固定資産合計 697,630 738,587

無形固定資産   

借地権 34,343 41,540

ソフトウエア 34,052 33,009

その他 3,136 3,060

無形固定資産合計 71,533 77,610

投資その他の資産   

投資有価証券 13,396 16,390

関係会社株式 314,138 284,190

破産更生債権等 2,412 20,088

差入保証金 141,191 164,790

投資不動産 570,130 564,124

減価償却累計額 △257,736 △266,372
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

投資不動産（純額） 312,394 297,751

その他 6,994 6,082

貸倒引当金 △2,412 △20,088

投資その他の資産合計 788,116 769,205

固定資産合計 1,557,279 1,585,404

資産合計 7,135,039 6,473,058

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,542,022 1,191,397

短期借入金 200,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 450,000 100,000

未払金 316,937 302,083

リース債務 885 905

未払法人税等 24,964 17,924

賞与引当金 141,448 106,782

事業構造改善引当金 7,508 3,900

資産除去債務 9,767 14,157

その他 101,675 121,818

流動負債合計 2,795,210 2,358,969

固定負債   

長期借入金 75,000 25,000

リース債務 612 154

退職給付引当金 834,439 835,170

受入保証金 32,787 32,787

繰延税金負債 － 553

資産除去債務 66,516 64,706

固定負債合計 1,009,356 958,372

負債合計 3,804,566 3,317,342

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 △3,316,556 △3,546,690

自己株式 △326 △339

株主資本合計 3,391,055 3,160,907

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △870 999

為替換算調整勘定 △59,712 △6,190

その他の包括利益累計額合計 △60,582 △5,190

純資産合計 3,330,472 3,155,716

負債純資産合計 7,135,039 6,473,058
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 4,762,011 3,702,554

売上原価 3,356,696 2,632,153

売上総利益 1,405,315 1,070,401

販売費及び一般管理費 1,292,157 1,271,089

営業利益又は営業損失（△） 113,157 △200,688

営業外収益   

受取利息及び配当金 434 437

為替差益 94,130 87,097

持分法による投資利益 10,081 16,613

受取家賃 49,038 44,124

貸倒引当金戻入額 2,166 －

還付消費税等 － 25,968

その他 2,364 3,046

営業外収益合計 158,214 177,288

営業外費用   

支払利息 7,686 4,159

手形売却損 2,488 104

売上債権売却損 9,406 5,708

不動産賃貸費用 38,230 32,056

営業外費用合計 57,811 42,030

経常利益又は経常損失（△） 213,560 △65,429

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産除却損 6,229 －

投資有価証券評価損 744 －

減損損失 － 5,475

事業構造改善費用 2,377 －

関係会社株式売却損 － 16,686

子会社整理損 1,464 －

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 49,635 22,161

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（△）

163,924 △87,591

法人税、住民税及び事業税 7,859 7,155

過年度法人税等戻入額 △8,308 －

法人税等調整額 71,530 135,386

法人税等合計 71,082 142,542

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（△）

92,842 △230,133

四半期純利益又は四半期純損失（△） 92,842 △230,133
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31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（△）

92,842 △230,133

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 850 1,869

為替換算調整勘定 5,533 53,522

その他の包括利益合計 6,384 55,391

四半期包括利益 99,226 △174,742

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 99,226 △174,742

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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

163,924 △87,591

減価償却費 104,646 99,225

減損損失 － 5,475

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,205 730

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,861 △34,666

貸倒引当金の増減額（△は減少） △796 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △108,767 △3,608

固定資産除却損 6,229 －

投資有価証券評価損益（△は益） 744 －

関係会社株式売却損益（△は益） － 16,686

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 38,819 －

持分法による投資損益（△は益） △10,081 △16,613

受取利息及び受取配当金 △434 △437

支払利息 7,686 4,159

投資不動産賃借費用 28,074 23,398

受取家賃 △49,038 △44,124

為替差損益（△は益） △50,639 －

売上債権の増減額（△は増加） 280,278 74,016

たな卸資産の増減額（△は増加） 264,450 △104,450

仕入債務の増減額（△は減少） △982,301 △494,574

その他の流動資産の増減額（△は増加） 31,119 30,402

その他の流動負債の増減額（△は減少） △151,856 △77,028

小計 △507,007 △608,999

利息及び配当金の受取額 434 437

利息の支払額 △7,686 △4,159

法人税等の支払額 △14,316 △13,650

法人税等の還付額 8,010 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △520,565 △626,373

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 △25,256 △18,756

無形固定資産の取得による支出 △21,603 △7,471

投資有価証券の取得による支出 △554 △571

関係会社株式の売却による収入 － 30,040

投資不動産の賃貸による収入 21,075 19,859

事業譲渡による収入 177,535 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 13,930 △22,686

投資活動によるキャッシュ・フロー 165,125 413
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 131,230 300,000

長期借入金の返済による支出 △104,350 △400,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △417 △437

自己株式の取得による支出 － △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,462 △100,451

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,301 16,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322,676 △710,101

現金及び現金同等物の期首残高 1,764,981 1,666,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,442,304 956,036
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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２四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年３月31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 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用等 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。  

   

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25年３月31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 千円は、セグメント間取引消去 千円であります。 

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。  

  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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・ 
メディカル 
機器事業  

オプトコム

事業 

機能性材料

・その他の 
事業  

海外事業

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 2,848,770  604,046  181,282  982,275  145,637  4,762,011       －  4,762,011

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 49,746  3,386  －       －  429,046  482,179  △482,179       －

計  2,898,517  607,432  181,282  982,275  574,683  5,244,191  △482,179  4,762,011

セグメント利益又

は損失（△） 
 △31,747  42,916  △24,692  222,761  △125,809  83,428  29,729  113,157

29,729 43,712

△13,983

  

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・ 
メディカル 
機器事業 

オプトコム

事業 

機能性材料

・その他の 
事業 

海外事業

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 2,114,893  491,556  176,299  832,125  87,679  3,702,554       －  3,702,554

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 21,125  457  －       －  531,003  552,586  △552,586       －

計  2,136,019  492,014  176,299  832,125  618,682  4,255,141  △552,586  3,702,554

セグメント利益又

は損失（△） 
 △233,902  32,895  △3,473  105,653  △47,407  △146,234  △54,453  △200,688

△54,453 △54,453

11



２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（報告セグメントの区分の変更） 

 第１四半期連結会計期間より、業務効率向上に向けた組織変更を行い、合わせてセグメントの管理区分

を見直したことから、当社グループのセグメント構成を変更いたしました。 

 変更の概要については、以下のとおりです。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成し

ております。 

  

（事業セグメントの利益の測定方法の変更） 

 第１四半期連結会計期間よりERP（統合業務パッケージ）システムを導入し、事業セグメントの損益の

測定方法の精緻化を図りました。これに合わせて、費用の配賦基準についても見直しを行い、全社費用な

どを各事業セグメントに配賦する方法へ変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べて、マシンビジョンシステム・工業用事業のセグメン

ト利益は24百万円の減少となっております。 

  

（減価償却方法の変更） 

 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、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却方法に変更したため、報告セグメントの減価償却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。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

  

  

 該当事項はありません。  

従来セグメント 新セグメント 従来セグメントとの相違点 

マシンビジョンシステ

ム・工業用事業 

マシンビジョンシステ

ム・工業用事業 
 従来のセグメント区分から変更ありません。 

コスメ機器事業 
コスメ・メディカル 

機器事業 

 従来の「コスメ機器事業」に、「その他の事業」で計

上していたメディカル業界向けショットグループ製品の

販売に係わる事業を移管し、「コスメ・メディカル機器

事業」といたしました。 

オプトコム事業 オプトコム事業  従来のセグメント区分から変更ありません。 

機能性材料事業 
機能性材料・その他 

の事業 

 従来の「機能性材料事業」に、「その他の事業」で計

上していた移動体、防衛業界向けショットグループ製品

の販売に係わる事業を移管し、「機能性材料・その他の

事業」といたしました。 

海外事業 海外事業  従来のセグメント区分から変更ありません。 

その他の事業 ― 

 メディカル業界向けショットグループ製品の販売に係

わる事業を「コスメ・メディカル機器事業」へ移管し、

移動体、防衛業界向けショットグループ製品の販売に係

わる事業を「機能性材料・その他の事業」へ移管いたし

ました。 

（７）重要な後発事象
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