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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年3月21日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 1,377 10.4 △269 ― △254 ― △269 ―
25年3月期第2四半期 1,247 △25.8 △298 ― △300 ― △304 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △276百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △298百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △14.14 ―
25年3月期第2四半期 △15.95 ―

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

26年3月期第2四半期 6,354 4,717 74.2 247.47
25年3月期 6,896 4,995 72.4 261.97
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  4,717百万円 25年3月期  4,995百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 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、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 3,600 27.8 30 ― 40 ― 30 ― 1.57



(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およ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。 

※  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） 26年3月期2Q 19,730,959 株 25年3月期 19,730,959 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 666,683 株 25年3月期 663,577 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 19,066,044 株 25年3月期2Q 19,068,988 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 25 年３月 21 日～平成 25 年９月 20 日）におけるわが国経

済は、新政権発足後の金融緩和策や緊急経済対策等の景気刺激策が円安や消費拡大を呼び込み、

一部で景気回復の兆しがみられるものの、実体経済への影響は限定的なものにとどまっており、

海外景気に不透明感もあることから、景気の先行きには注視が必要な状況が続いております。 

このような経営環境のなか、データ復旧サービスの市場は縮小しましたが、電極塗布装置や

情報マルチメディア製品が好調に推移し、レーザマーキング装置も新規投資の回復により増加

したことに加え、主力製品であるガルバノスキャナシステムおよびロボット応用システムが本

格的な拡大までには至っていないものの市場の開拓に一定の成果を上げることができた結果、

売上高は 13 億 77 百万円（前年同期比 10.4 %増）となりました。 

 損益面では、営業部門の本社統合による経営の効率化や役員報酬の減額幅の拡大など特別経

費削減策の強化のほか、生産性の向上やコストダウンにも取り組みましたが、売上が回復途上

にあることもあり、営業損失２億 69 百万円（前年同期比 28 百万円損失減）、経常損失２億 54

百万円（同 45 百万円損失減）となりました。四半期純損失につきましては、子会社における和

解金支払いを特別損失に計上したこともあり２億 69 百万円（同 34 百万円損失減）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     ９億 46 百万円 
      （25.6%増） 

△３億９百万円 
（12 百万円損失増） 

情報通信ビジネス ４億 30 百万円 
    （12.8%減）  

39 百万円 
(41 百万円増） 

合   計 13 億 77 百万円 
     （10.4%増）  

△２億 69 百万円 
（28 百万円損失減） 

 

  ［オプトメカトロニクス］ 

   ガルバノスキャナシステムは、溶接・車載電池関連でリピート需要が好調に推移していま

すが、新規引き合い案件の下半期への延伸もあり上半期は本格的な拡大までには至りません

でした。下半期には３Ｄデータによる三次元曲面の表面を加工するシステムなど新製品を投

入し、新たな市場への展開を図ってまいります。 

ロボット応用システムは、上半期前半は食品業界、酒造業界のほか製氷業界での市場開拓

に一定の成果をあげる一方、上半期後半は食品・医薬品分野での投資時期の延伸により市場

開拓が停滞しました。下半期はシステムの標準化や顧客満足度の高い自動化提案を行い市場

開拓を強化してまいります。 

レーザマーキング装置は新規の設備投資が回復したほか、電極塗布装置もスマートフォン

用の電子部品業界向けに好調を持続しておりますが、スプレー塗布装置は厳しい競争が続い

ております。 
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   これらの結果、売上高は回復基調となりました。損益面では、生産性向上、コストダウン

に取り組みましたが、売上が回復途上にあることもあり赤字計上のやむなきに至りました。 

 

  ［情報通信ビジネス］ 

   放送業界向けの産業用カードリーダが順調に拡大し、フォトキオスク端末も前年同期並み

を確保しましたが、データ復旧サービスの市場が縮小しているため、売上高は前年同期に比

べ減少いたしました。損益面では、事業の重点的な絞り込みや経費の圧縮により、黒字を確

保す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

５億 42 百万円減の 63 億 54 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減少などにより、負債合計は前連結会計年度末比２

億 65 百万円減の 16 億 36 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 77

百万円減の 47 億 17 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１億５百万円減少し 26 億 55 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、たな卸資産の減少等による資金

増加、税金等調整前四半期純損失２億 65 百万円の計上、仕入債務の減少等による資金減少

などにより１億７百万円の支出(前年同四半期比５億 14 百万円減少)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による資金減少により２

百万円の支出(前年同四半期は１百万円の支出)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。 

 

(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、上半期が厳しい業績となりましたが、下半期は経済環境に不確

定要素が多くあるものの主力製品であるガルバノスキャナシステムやロボット応用システムの

受注の伸びが見込まれ、平成 25 年４月 17 日に発表いたしました業績予想数値を据え置いてい

ます。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関わる事項 

(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） 

当社及び国内連結子会社は、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25

年３月2１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。 

これに伴う四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。 

 

 

 



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25年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,986 1,832 

預け金 773 822 

受取手形及び売掛金 1,499 1,314 

製品 277 172 

仕掛品 272 144 

原材料及び貯蔵品 112 132 

その他 158 139 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 5,081 4,558 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 328 318 

機械装置及び運搬具（純額） 15 14 

土地 326 326 

その他（純額） 10 9 

有形固定資産合計 681 668 

無形固定資産   

その他 4 3 

無形固定資産合計 4 3 

投資その他の資産   

投資有価証券 837 833 

その他 294 292 

貸倒引当金 △2 △2 

投資その他の資産合計 1,129 1,123 

固定資産合計 1,815 1,795 

資産合計 6,896 6,354 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 521 270 

未払費用 155 175 

未払法人税等 12 10 

製品保証引当金 5 4 

その他 72 74 

流動負債合計 767 535 

固定負債   

退職給付引当金 967 983 

長期未払金 166 117 

その他 － 0 

固定負債合計 1,134 1,101 

負債合計 1,901 1,636 
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（単位：百万円未満切捨て）

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25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 △271 △541 

自己株式 △167 △167 

株主資本合計 5,091 4,821 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △88 △101 

為替換算調整勘定 △8 △2 

その他の包括利益累計額合計 △96 △103 

純資産合計 4,995 4,717 

負債純資産合計 6,896 6,354 
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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24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 

 至 平成25年９月20日) 

売上高 1,247 1,377 

売上原価 1,221 1,351 

売上総利益 26 26 

販売費及び一般管理費 325 295 

営業損失（△） △298 △269 

営業外収益   

受取利息 0 3 

持分法による投資利益 － 8 

為替差益 － 2 

その他 3 1 

営業外収益合計 3 15 

営業外費用   

為替差損 5 － 

その他 0 0 

営業外費用合計 5 0 

経常損失（△） △300 △254 

特別利益   

固定資産売却益 － 0 

特別利益合計 － 0 

特別損失   

固定資産処分損 － 0 

和解金 － 11 

特別損失合計 － 11 

税金等調整前四半期純損失（△） △300 △265 

法人税、住民税及び事業税 3 3 

法人税等合計 3 3 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △304 △269 

四半期純損失（△） △304 △269 
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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：百万円未満切捨て）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 

 至 平成25年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △304 △269 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 19 △13 

為替換算調整勘定 △13 6 

持分法適用会社に対する持分相当額 － 0 

その他の包括利益合計 5 △7 

四半期包括利益 △298 △276 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △298 △276 

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24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 

 至 平成25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（△） △300 △265 

減価償却費 20 16 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12 15 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3 △0 

受取利息及び受取配当金 △0 △3 

持分法による投資損益（△は益） － △8 

為替差損益（△は益） 1 △2 

有形固定資産処分損益（△は益） － 0 

有形固定資産売却損益（△は益） － △0 

和解金 － 11 

売上債権の増減額（△は増加） 820 180 

たな卸資産の増減額（△は増加） △48 214 

仕入債務の増減額（△は減少） 70 △252 

未払消費税等の増減額（△は減少） 1 6 

未払費用の増減額（△は減少） △30 19 

未収消費税等の増減額（△は増加） 3 16 

長期未払金の増減額（△は減少） △1 △3 

その他 △112 △47 

小計 408 △103 

利息及び配当金の受取額 4 4 

和解金の支払額 － △3 

法人税等の支払額 △7 △7 

法人税等の還付額 0 1 

営業活動によるキャッシュ・フロー 406 △107 

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 △0 △2 

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 － 

貸付金の回収による収入 0 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △0 △0 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △0 △0 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 401 △105 

現金及び現金同等物の期首残高 2,590 2,760 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,992 2,655 
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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 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:百万円未満切捨て） 
 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。 

 
当第２四半期連結累計期間（自平成 25 年 3 月 21 日 至平成 25 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:百万円切捨て） 
 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 946 430 1,377 - 1,377

(2)セグメント間の内部売上  

高又は振替高 - - - - -

計 946 430 1,377 - 1,377

セグメント利益又は損失(△) △309 39 △269 - △269

(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。 
 




