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1.  平成25年9月期第3四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年6月30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3四半期 5,726 △19.2 △449 ― △293 ― △624 ―
24年9月期第3四半期 7,086 △20.4 58 △86.4 112 △73.4 △186 ―

（注）包括利益 25年9月期第3四半期 △548百万円 （―％） 24年9月期第3四半期 △163百万円 （―％）

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9月期第3四半期 △44.80 ―
24年9月期第3四半期 △13.36 ―

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3四半期 6,258 2,782 44.5 199.67
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3四半期  2,782百万円 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 7,800 △17.2 △700 ― △540 ― △1,100 ― △78.95



(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
四半期連結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3Q 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3Q 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3Q 13,933,473 株 24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、政権交代後の経済政策の転換や金融緩和などへの期待感か

ら、これまでの円高の是正がされるとともに株価の上昇傾向が続き、実体経済の回復に先行する形で景気回復への期

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

においても、円安の影響により日本の装置メーカーへの海外からの引き合いが増加するとともに、半導体業界や液晶

業界での設備投資回復に向けた動きが見られました。この様な市場環境ではありましたが、当社グループにおいて

は、第２四半期連結累計期間までの売上高が低調であったことに加え、競争環境の激化などの要因から売上高の回復

に時間がかかっており、第３四半期連結会計期間の売上高は対前年同期比で減少いたしました。 

当社グループでは、事業構造改革に向けた取り組みを継続しており、当第３四半期連結累計期間においては名古

屋支店の移転を行い顧客サービスの向上と業務効率化を図ったほか、希望退職制度を実施し、特別損失を計上いたし

ました。また、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し、繰延税金資産の取崩しを行っておりま

す。 

  

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 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失

百万円（前年同期営業利益58百万円）、経常損失 百万円（前年同期経常利益112百万円）、四半期純損失 百

万円（前年同期四半期純損失186百万円）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通りであります（売上高については、セグメント間の取引消去後となっております）。

 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以下の通り変更いたしました。  

 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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,726 19.2

449 293 624

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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マシンビジョンシステム・工業用事業 売上高 3,349百万円（前年同期比25.7％減）、営業損失354百万円 

マシンビジョンシステム・工業用事業においては、半導体製造・電子部品実装・液晶製造の各装置業界において

円安の影響により日本の装置メーカーへの海外からの引き合いが増加するとともに、半導体業界や液晶業界における

設備投資回復に向けた動きが見られました。この様な市場環境の中、当社グループにおいても一部の取引先からの受

注は上向いてまいりましたが事業全体の受注が活況となるまでには至りませんでした。また、当事業においては第２

四半期連結累計期間までの売上高が低調であったことに加え、競争環境の激化などの要因から売上高の回復に時間が

かかっていることから、売上高は対前年同期比で減少し、利益面においても営業損失となりました。 

  

コスメ・メディカル機器事業 売上高 760百万円（前年同期比9.7％増）、営業損失 59百万円 

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、当第３四半期において円安により製造コストが増加したことから、営

業損失となりました。メディカル機器においては、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。当

事業の売上高は前年同期を上回りましたが、利益面においては営業損失を計上いたしました。 

  

オプトコム事業 売上高 248百万円（前年同期比5.5％減）、営業損失 12百万円 

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 1,217百万円（前年同期比12.8％減）、営業利益 132百万円 

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、粒子類などの商材の売上は順調に

推移いたしましたが、光通信業界向けファイバ販売の売上が来期以降にずれ込んだことなどが影響し、当事業の売上

高は前年同期と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 151百万円（前年同期比33.1％減）、営業損失 102百万円 

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固定費負担が増加したことから、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 

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、受取手形及び売掛金 百万円、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。 

  

（３）連結業績予想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実績や今後の市場見通しなどを踏まえ、平成25年６月28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８月９日に別途発表の「平成25年

９月期通期業績予想の修正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。 

6,258 876

305 430 357

3,476 328 300

425

2,782 548

73 624
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（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３四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３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 182,285 159,312

関係会社預け金 1,483,851 1,125,896

受取手形及び売掛金 1,529,098 1,099,015

商品及び製品 1,341,539 1,160,396

仕掛品 249,491 186,166

原材料及び貯蔵品 477,594 783,391

前払費用 71,640 38,915

未収入金 22,447 45,766

繰延税金資産 229,186 －

その他 33,115 33,849

貸倒引当金 △42,491 △24,815

流動資産合計 5,577,759 4,607,894

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 907,930 1,166,627

減価償却累計額 △444,506 △566,252

建物及び構築物（純額） 463,424 600,375

機械装置及び運搬具 819,483 913,723

減価償却累計額 △713,799 △781,309

機械装置及び運搬具（純額） 105,684 132,414

工具、器具及び備品 1,069,012 1,062,441

減価償却累計額 △965,944 △962,674

工具、器具及び備品（純額） 103,067 99,767

土地 8,750 3,274

リース資産 4,881 4,881

減価償却累計額 △3,394 △4,005

リース資産（純額） 1,487 876

建設仮勘定 15,216 441

有形固定資産合計 697,630 837,149

無形固定資産   

借地権 34,343 43,952

ソフトウエア 34,052 30,034

その他 3,136 3,023

無形固定資産合計 71,533 77,009

投資その他の資産   

投資有価証券 13,396 18,012

関係会社株式 314,138 294,755

破産更生債権等 2,412 20,088

差入保証金 141,191 164,540

投資不動産 570,130 475,406

減価償却累計額 △257,736 △221,753
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

投資不動産（純額） 312,394 253,652

その他 6,994 5,170

貸倒引当金 △2,412 △20,088

投資その他の資産合計 788,116 736,130

固定資産合計 1,557,279 1,650,290

資産合計 7,135,039 6,258,185

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,542,022 1,306,244

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 316,937 312,747

リース債務 885 837

未払法人税等 24,964 16,530

賞与引当金 141,448 45,629

事業構造改善引当金 7,508 68,200

資産除去債務 9,767 2,400

その他 101,675 169,265

流動負債合計 2,795,210 2,521,856

固定負債   

長期借入金 75,000 －

リース債務 612 －

退職給付引当金 834,439 843,379

受入保証金 32,787 36,087

繰延税金負債 － 1,021

資産除去債務 66,516 73,738

固定負債合計 1,009,356 954,226

負債合計 3,804,566 3,476,082

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 △3,940,785

自己株式 △326 △339

株主資本合計 3,391,055 2,766,813

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △870 1,913

為替換算調整勘定 △59,712 13,376

その他の包括利益累計額合計 △60,582 15,289

純資産合計 3,330,472 2,782,102

負債純資産合計 7,135,039 6,258,185
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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23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 7,086,249 5,726,847

売上原価 5,114,678 4,291,725

売上総利益 1,971,571 1,435,121

販売費及び一般管理費 1,912,899 1,884,582

営業利益又は営業損失（△） 58,671 △449,460

営業外収益   

受取利息及び配当金 612 578

為替差益 43,390 97,407

持分法による投資利益 15,681 29,193

受取家賃 73,020 65,134

貸倒引当金戻入額 2,166 －

還付消費税等 － 25,968

その他 7,039 5,459

営業外収益合計 141,910 223,741

営業外費用   

支払利息 11,305 5,747

手形売却損 3,902 1,992

売上債権売却損 14,163 9,120

不動産賃貸費用 58,641 50,790

営業外費用合計 88,012 67,651

経常利益又は経常損失（△） 112,568 △293,371

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

固定資産売却損 136 －

固定資産除却損 6,255 445

投資有価証券評価損 744 －

減損損失 － 5,475

事業構造改善費用 182,925 64,300

子会社整理損 1,464 3,137

関係会社株式売却損 － 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 －

特別損失合計 230,346 90,045

税金等調整前四半期純損失（△） △117,777 △383,416

法人税、住民税及び事業税 11,609 11,625

過年度法人税等戻入額 △8,308 －

法人税等還付税額 △6,403 －

法人税等調整額 71,530 229,186

法人税等合計 68,428 240,811

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △186,205 △624,228

四半期純損失（△） △186,205 △624,228
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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23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △186,205 △624,228

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △207 2,783

為替換算調整勘定 22,973 73,088

その他の包括利益合計 22,766 75,872

四半期包括利益 △163,439 △548,356

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △163,439 △548,356

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 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメント

に配分していない原価差額及び全社費用等 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３四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25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 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。 

  

（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・ 
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 
 4,508,109  693,189  263,008  1,395,261  226,681  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  697,493  263,008  1,395,261  797,876  7,734,759  △648,509  7,086,249

セグメント利益又

は損失（△） 
 12,322  △13,756  △31,821  289,735  △177,243  79,236  △20,565  58,671

△20,565 18,146

△38,711

  

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 
 3,349,242  760,309  248,470  1,217,184  151,639  5,726,847       －  5,726,847

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 42,036  1,660  －       －  719,168  762,865  △762,865       －

計  3,391,278  761,970  248,470  1,217,184  870,808  6,489,712  △762,865  5,726,847

セグメント利益又

は損失（△） 
 △354,931  △59,100  △12,190  132,776  △102,124  △395,570  △53,889  △449,460

△53,889 △53,889
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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３四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損

失は 百万円の増加、コスメ・メディカル機器事業のセグメント損失 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３四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。 

  

３．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。 

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。 

40 6
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 当社は、平成25年８月９日開催の取締役会において、希望退職制度を実施することを決議いたしました。 

（１）希望退職制度の実施の理由 

 当社では、厳しい市場競争に打ち克つべく、経営合理化策や事業構造改善策を継続的に実施することで、企業

体質強化を図っております。 

 今般、平成25年９月期第３四半期の業績が低調であったことを受け、事業規模に合った組織の構築と従来以上

の業務効率化による業績の立て直しを図るべく、希望退職制度を実施することといたしました。 

（２）希望退職制度の実施の概要 

① 募集人員  25名程度（技術開発本部、カスタマーサービスグループ以外の管理本部所属の社員を除く） 

② 募集期間  募集開始 ：平成25年９月２日 

        募集締切り：平成25年９月13日 

③ 退職予定日       平成25年９月30日 

④ その他   制度利用者に対し特別退職加算金を支給するとともに、支援会社による転職活動の支援および

転職先の紹介を行います。 

（３）損益に与える影響 

 希望退職制度の実施に伴い発生する特別退職加算金については特別損失に計上する予定ですが、当四半期決算

短信開示日現在では募集期間が開始しておらず、退職者が確定していないため損益に与える影響は未確定であり

ます。 

  

  

（６）重要な後発事象
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