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1.  平成25年9月期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年9月30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9月期 7,769 △17.5 △775 ― △615 ― △1,350 ―
24年9月期 9,422 △20.9 83 △85.2 144 △73.6 △196 ―

（注）包括利益 25年9月期 △1,253百万円 （―％） 24年9月期 △178百万円 （―％）

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9月期 △96.95 ― △50.0 △9.8 △10.0
24年9月期 △14.13 ― △5.8 1.8 0.9

（参考） 持分法投資損益 25年9月期  42百万円 24年9月期  26百万円

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9月期 5,497 2,076 37.8 149.03
24年9月期 7,135 3,330 46.7 239.03

（参考） 自己資本   25年9月期  2,076百万円 24年9月期  3,330百万円

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9月期 △179 △70 △150 1,285
24年9月期 △134 108 △73 1,666

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
25年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
26年9月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

当社は年次での業務管理を行っておりますので、第2四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しております。 
詳細は、添付資料3 ページ「1.経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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 0.4 255 ― 266 ― 208 ― 14.93



※  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  ： 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 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 486 株 24年9月期 438 株
③ 期中平均株式数 25年9月期 13,933,466 株 24年9月期 13,933,490 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年9月期の個別業績（平成24年10月1日～平成25年9月30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9月期 7,621 △17.6 △560 ― △483 ― △1,327 ―
24年9月期 9,250 △18.8 194 △76.0 268 △64.7 △665 ―

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9月期 △95.29 ―
24年9月期 △47.74 ―

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 5,293 1,925 36.4 138.22
24年9月期 7,174 3,250 45.3 233.28

（参考） 自己資本 25年9月期  1,925百万円 24年9月期  3,250百万円

※ 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、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「1.経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する分析 

  

（当期の経営成績） 

 ①当期における業績全般の動向 

当連結会計年度における世界経済は、欧米では持ち直しの動きがあったものの、中国をはじめとする新興国で

は減速感がみられ、世界経済全体としてはまだら模様の状況でありました。 

一方、わが国経済は、政権交代後の経済政策の転換などにより、円安と株価の回復がすすみ、景況感は改善傾

向にあったものの、実体経済の確実な回復までには至りませんでした。 

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

設備投資回復の動きが見られました。 

このような事業環境ではありましたが、当社グループの売上高は、コスメ・メディカル機器事業とオプトコム事

業が前年並みの売上高であったものの、全ての事業において前年の売上高を下回る結果となりました。 

また当連結会計年度においては、従来より進めてまいりました事業構造改革を一層進展させるべく、経営合理策

や事業構造改善策を継続的に実施し、企業体質強化を図ってまいりました。加えて、事業規模に見合った組織の再

構築による業務の効率化と競争力の強化を果たすべく、希望退職制度などの施策をとりました。 

以上の結果、当連結会計年度における売上高は、連結売上高7,769百万円（前年同期比17.5％減）、営業損失775

百万円（前年同期営業利益83百万円）、経常損失615百万円（前年同期経常利益144百万円）、当期純損失1,350百

万円（前年同期純損失196百万円）となりました。しかしながら、当連結会計年度に実施した各施策により、当社

グループの収益体質は回復しつつあると判断しております。また資金面においても、当連結会計年度末において、

現金及び現金同等物1,285百万円の残高があり、取引金融機関及びショットグループからも十分な資金調達手段を

確保しております。 

  

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、当連結会計年度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、当連結会計年度より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．経営成績・財政状態に関する分析

売上高 百万円 7,769 （前年同期比 ％減）17.5

営業損失 百万円 775 （前年同期営業利益 百万円）83

経常損失 百万円 615 （前年同期経常利益 百万円）144

当期純損失 百万円 1,350 （前年同期純損失 百万円）196

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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 ②当期のセグメント別の動向 

マシンビジョンシステム・工業用事業 売上高4,535百万円（前年同期比22.4％減）、営業損失705百万円（前年同期

営業損失169百万円） 

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

回復の動きが見られました。このような事業環境の中、当社グループにおいても一部取引先からの受注は増加しま

したが、事業全体では受注が活況となるには至らなかったため、売上高は前期に比べて減少し、利益面について

も、経費の削減に努めたものの売上高の減少を補うには至らず、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1,049百万円（前年同期比2.2％減）、営業利益6百万円（前年同期比82.3％減）

 コスメ・メディカル機器事業においては、当期も化粧品業界向けのカウンセリング機器の導入があったことか

ら、ほぼ前期並みの売上高を確保いたしました。利益面については、円安等の影響により採算が悪化したものの、

営業利益を確保しております。 

  

オプトコム事業 売上高330百万円（前年同期比0.9％減）、営業損失90百万円（前年同期営業損失49百万円） 

オプトコム事業においては、ほぼ前期と同水準の売上高でしたが、光通信関連分野における製品販売価格の下落

がすすみ、採算が悪化したことから営業損失が拡大いたしました。 

  

機能性材料・その他の事業 売上高1,632百万円（前年同期比14.3％減）、営業利益228百万円（前年同期比43.3％

減） 

 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、粒子類などの売上は堅調に推移い

たしましたが、光通信業界向けファイバーの売上が来期以降にずれ込んだこともあり、売上高は前期に比べて減少

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221百万円（前年同期比16.3％減）、営業損失164百万円（前年同期営業損失233百万円） 

海外事業においては、中国における経済成長が鈍化したことによる設備投資抑制の影響もあり、売上高が伸び

悩みました。 

  

（次期の見通し） 

  

今後の経営環境につきましては、長期化する欧州の景気低迷や中国経済の成長鈍化など楽観できない要因があり、

わが国経済においても、円安株高が進行し、景況感は改善傾向にあるものの、実体経済の確実な回復までには至って

おらず、全体としては、先行きの不透明感があります。 

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、設備投資回復に

向けた動きが見られるものの、本格的な回復までには時間がかかることが見込まれます。 

このような状況の中、当社グループでは利益体質の強化を図るために実施してきた事業構造改革の成果を活かし、

当期に導入したERPシステムの活用やスリム化した組織体系での事業活動など、効率的に経営を行っていくことで収

益力強化を図ってまいる所存です。 

また、当社グループはショットグループの傘下企業であることから、ショットグループとの業務シナジーを 大限

引き出しながら、事業のグローバル展開の加速を図ってまいります。 

  

      売上高   営業利益   経常利益   当期純利益 

  平成26年９月期見通し  （百万円）  7,800  255  266  208

平成25年９月期実績  （百万円）  7,769  △775  △615  △1,350

 （伸長率) （％）  0.4     －  －  －
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（２）財政状態に関する分析 

 （資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

  ① 当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末における総資産の残高は 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、商品及び製品 百万円、受取手形及び売掛

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 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、当期純損失 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 当連結会計年度のキャッシュ・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 百万円で、前連結会計年度末に比べ380百万円減少い

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134百万円の支出）となりました。主な増減

は、たな卸資産の減少額 百万円、仕入債務の減少額 百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（前年同期は108百万円の収入）となりました。主な支出

は、有形固定資産の取得による支出 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73百万円の支出）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 万円であります。  

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

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 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 ４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

 ５．平成22年９月期は決算期変更により６ヶ月となっておりますので、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、６ヶ月のキャッシュ・フローおよび利払いに

対する数値となっております。  

総資産 百万円 5,497 （前連結会計年度末比 ％減)22.9

総負債  百万円 3,421 （前連結会計年度末比 ％減)10.1

純資産 百万円 2,076 （前連結会計年度末比 ％減)37.7

自己資本比率 ％ 37.8 （前連結会計年度末比 ％減)8.9

5,497 1,637

155 618

464

3,421 383 300

450 381

2,076 1,253

93 1,350

  前年同期 当連結会計年度 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △134  △179  △45

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  108  △70  △178

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △73  △150  △76

1,285

179

626 563

70

109 30

150

450 300

  平成22年３月期 平成22年９月期 平成23年９月期 平成24年９月期 平成25年９月期

自己資本比率（％）  36.5  37.6  41.0  46.7  37.8

時価ベースの自己資本比率（％）  47.0  45.5  62.4  40.0  72.0

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
 33.1  1.2  1.6  －  －

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
 1.5  54.7  33.1  －  －
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元政策を経営の重要課題として捉え、適正な利益配分を安定的に継続して行うこと

を基本方針としております。当連結会計年度については、市場環境の悪化に加え、今後の収益力強化に向け積極的

な事業構造改革を進めたことから損失が発生しており、この状況を鑑み無配とさせていただきたいと存じます。 

なお、次期の配当につきましても、引き続き内部留保を行い、財務体質を改善するため無配とさせていただく予

定ですが、可能な限り早い時期に配当を実施するため、今後さらなる企業体質の強化を図っていく所存です。 

  

（４）事業等のリスク 

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項

には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、本開示書類の提出時(平成25年11月8日)現在において当社グループが判

断したものであります。 

  

（主力製品への依存に関して） 

当社グループでは、主力製品であるマシンビジョンレンズ、光源装置、光ファイバライトガイド、LED照明などを

組み合わせた「マシンビジョンシステム」を、半導体製造・電子部品実装・液晶製造の各装置業界向けを中心に画像

処理システムの光学系機器として販売しておりますが、この売上高に占める割合が高くなっております。（マシンビ

ジョンシステム・工業用事業 売上高 百万円 連結売上高構成比 ％） 

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、従来から市況の変動幅が非常に大きく、今後景

気状況の急速な悪化を受けて業界全体の受注が急減する場合には、当社グループの連結業績に影響が及ぶ可能性があ

ります。 

  

（知的財産権に関して） 

当社は技術開発本部において、知的財産権の保全と他社の知的財産権の確認を行っておりますが、近時の知的財

産権に対する一般産業界の現状から、将来において知的財産権に対する疑義を完全に排除するには困難であり、対処

方法によっては、当社グループの連結業績に影響が及ぶ可能性があります。 

なお、現在、重要な訴訟はありません。 

  

（原材料価格に関わるリスクに関して） 

当社グループはメーカーとして製品製造に従事しておりますが、原材料価格の急激な高騰が発生した場合などに

は、製品の利益率の悪化などにより、当社グループの連結業績に影響が及ぶ可能性があります。   

4,535 58.4
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（１）会社の経営の基本方針 

（経営理念） 

  当社グループは常に「独自性」と「先進性」を貫き『光』の活用をベースとした新技術、新製品の開発によって産

業界の発展と、より豊かな国際社会の実現に貢献いたします。 

  具体的には、以下の基本方針に基づき事業活動を行ってまいります。 

  ① 常にハイテクを指向する研究開発型企業として、社会の発展に貢献する。 

  ② 絶えず成長産業を研究し、その関連分野に進出する。 

  ③ オリジナルな技術を尊び、常に企業の独自性を追求する。 

  ④ 事業の垂直・水平展開による積極的発展を目指す。 

  ⑤ 時代や経済環境の変化に対し、柔軟かつスピーディーに対応する。 

  ⑥ 常に国際的なマインドを保持する企業であること。 

  ⑦ 全従業員が夢を持てる企業であること。 

  ⑧ 人と地球にやさしい企業であること。 

  これらの基本方針に基づき市場、顧客満足度の向上に努め、健全な継続的成長を実現することにより、社会、株

主、従業員にとって価値ある企業作りに励んでまいります。 

（イノベーション経営の推進） 

  技術進歩とグローバル化の同時進行で激変する経営環境下、当社グループは「CHANGE」、「INNOVATION」、「NEW

BEGINNINGS」をテーマに継続的な改善努力を重ね、また変化に柔軟に対応しつつ、「企業価値」の増大に向けて努力

してまいります。   

（総合力の強化） 

  ＜技術開発および技術展開力の強化＞ 

     蓄積された技術およびノウハウの応用展開と新技術開発へのたゆまぬ努力を重ね、高度技術（ハイテク）をも

って、社会のニーズに適合する新事業開発を積極的に展開してまいります。 

  ＜知的生産性の強化・向上＞ 

     根本的な経営資源である「人」の主体性を重んじたヒューマンネットワークを構築し、知の創造と活用をもっ

て全社的な生産性の向上に努めてまいります。 

   ＜高収益体質の強化＞ 

     コスト低減活動を強力に推進し、高収益体質を強化してまいります。 

   ＜当社グループの連携の強化＞ 

     グループ経営ビジョンのもと、情報の共有化と有効活用に努め、技術、R＆D、製造、販売、アドミニストレー

ションなどを関係会社間において、有機的に結合させ更なる発展を目指します。 

   ＜危機管理能力の強化＞ 

     激変する経営環境に対し、組織的に常に対処できる様、個々の予知、予見能力、適切な対応・判断力などを育

成してまいります。 

（グローバル経営の展開） 

  アジア、北米、欧州を有機的に結びつけ、企業理念ならびに目標の共有化を図り、同時に各地域の文化、習慣、環

境、人を尊び、真のグローバル化を目指してまいります。  

２．経営方針
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（２）目標とする経営指標 

当社グループの目標に対する基本的な考え方は、コア事業への投資を重点的に行うことにより、企業活力の維持

や企業価値向上を目指して一定の成長を持続させることを目標としております。 

当社グループとしては、出来る限り速やかに利益体質を定着化させ、早期の復配を実現することを経営課題とし

て認識するとともに、継続的な利益配当を実施するためにも利益水準の向上を目指し、営業利益率10％の確保を目標

といたします。 

   

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、「CHANGE」「INNOVATION」「NEW BEGINNINGS」をテーマに、半導体製造・電子部品実装・液晶製

造の各装置業界などを中心として、生産ラインに欠かすことのできないマシンビジョン技術をコア技術として多彩な

製・商品を市場に投入し、事業規模の拡大を図ってまいりました。当社グループでは、今後特に重要性の高い顧客、

パートナー企業、製品に経営資源を重点投入するとともに、ERPシステムを活用した効率的な経営を図り収益力を高

めてまいる所存です。 

また、当社グループはドイツのショットグループの傘下企業として、親会社であるショットグループのライティン

グ・イメージング部門が保有する製品群を販売していることから、航空機・自動車などの移動体機材分野やメディカ

ル分野、画像伝送用分野などの事業分野への販売活動を拡大していくとともに、当社の技術を付加したより付加価値

の高い製品の提案などを行い、現在の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

置業界への依存度低減をはかってまいります。これに加え、ショットグループの持つ強いブランド力と世界的な販売

網、高い技術力を活用し、シナジー効果を早急に具現化することにより、企業価値の 大化を目指してまいります。

この一環として、平成25年５月に社名を「ショットモリテックス株式会社」に変更し、国内外におけるブランド力

強化を図っております。 

  

（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、長期化する欧州の景気低迷や中国経済の成長鈍化など楽観できない要因があり、

わが国経済においても、円安株高が進行し、景況感は改善傾向にあるものの、実体経済の確実な回復までには至って

おらず、全体としては、先行きの不透明感があります。 

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、設置投資回復に

向けた動きが見られるものの、本格的な回復までには時間がかかることが見込まれます。  

このような状況の中、当社グループでは利益体質の強化を図るために実施してきた事業構造改革の成果を活かし、

平成24年10月に導入したERPシステムの活用やスリム化した組織体系での事業活動など、効率的に経営を行っていく

ことで収益力強化を図ってまいる所存です。 

また、当社グループはショットグループの傘下企業であることから、ショットグループとの業務シナジーを 大限

引き出しながら、事業のグローバル展開の加速を図ってまいります。 

  

（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。   
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 182,285 72,689

関係会社預け金 1,483,851 1,212,970

受取手形及び売掛金 1,529,098 1,065,042

商品及び製品 1,341,539 723,224

仕掛品 249,491 172,466

原材料及び貯蔵品 477,594 633,168

前払費用 71,640 55,674

未収入金 22,447 36,649

繰延税金資産 229,186 －

その他 33,115 28,195

貸倒引当金 △42,491 △19,815

流動資産合計 5,577,759 3,980,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 907,930 1,094,291

減価償却累計額 △444,506 △638,241

建物及び構築物（純額） 463,424 456,050

機械装置及び運搬具 819,483 925,977

減価償却累計額 △713,799 △804,658

機械装置及び運搬具（純額） 105,684 121,319

工具、器具及び備品 1,069,012 1,019,550

減価償却累計額 △965,944 △924,600

工具、器具及び備品（純額） 103,067 94,950

土地 8,750 3,274

リース資産 4,881 4,881

減価償却累計額 △3,394 △4,209

リース資産（純額） 1,487 672

建設仮勘定 15,216 7,932

有形固定資産合計 697,630 684,199

無形固定資産   

借地権 34,343 43,242

ソフトウエア 34,052 27,623

その他 3,136 2,965

無形固定資産合計 71,533 73,831

投資その他の資産   

投資有価証券 13,396 19,060

関係会社株式 314,138 307,798

破産更生債権等 2,412 17,676

差入保証金 141,191 138,775

投資不動産 570,130 553,731

減価償却累計額 △257,736 △269,211

投資不動産（純額） 312,394 284,520

その他 6,994 9,381

貸倒引当金 △2,412 △17,676

投資その他の資産合計 788,116 759,536

固定資産合計 1,557,279 1,517,567

資産合計 7,135,039 5,497,833
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,542,022 1,160,715

短期借入金 200,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 450,000 75,000

未払金 316,937 335,794

リース債務 885 612

未払法人税等 24,964 83,298

賞与引当金 141,448 97,497

事業構造改善引当金 7,508 181,262

資産除去債務 9,767 －

その他 101,675 126,440

流動負債合計 2,795,210 2,560,619

固定負債   

長期借入金 75,000 －

リース債務 612 －

退職給付引当金 834,439 749,332

受入保証金 32,787 36,087

繰延税金負債 － 1,281

資産除去債務 66,516 74,029

固定負債合計 1,009,356 860,729

負債合計 3,804,566 3,421,349

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 △4,667,405

自己株式 △326 △339

株主資本合計 3,391,055 2,040,192

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △870 2,400

為替換算調整勘定 △59,712 33,890

その他の包括利益累計額合計 △60,582 36,290

純資産合計 3,330,472 2,076,483

負債純資産合計 7,135,039 5,497,833
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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：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 9,422,723 7,769,467

売上原価 6,768,223 6,089,257

売上総利益 2,654,499 1,680,209

販売費及び一般管理費 2,571,144 2,455,475

営業利益又は営業損失（△） 83,354 △775,265

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,146 820

為替差益 51,488 84,187

持分法による投資利益 26,818 42,408

受取家賃 97,012 87,604

貸倒引当金戻入額 － 5,000

事業構造改善引当金戻入額 5,567 －

還付消費税等 － 25,968

雑収入 6,367 8,662

営業外収益合計 188,400 254,651

営業外費用   

支払利息 15,726 7,503

手形売却損 4,586 2,662

売上債権売却損 19,398 12,627

不動産賃貸費用 74,860 72,574

貸倒引当金繰入額 12,783 －

営業外費用合計 127,354 95,367

経常利益又は経常損失（△） 144,400 △615,982

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産売却損 136 －

固定資産除却損 8,845 1,156

投資有価証券評価損 2,491 －

減損損失 33,105 140,923

事業構造改善費用 184,272 243,612

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 25,055

特別損失合計 269,135 430,572

税金等調整前当期純損失（△） △124,733 △1,046,554

法人税、住民税及び事業税 15,359 76,951

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 71,530 227,343

法人税等合計 72,178 304,294

少数株主損益調整前当期純損失（△） △196,911 △1,350,848

当期純損失（△） △196,911 △1,350,848
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △196,911 △1,350,848

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △884 3,270

為替換算調整勘定 19,400 93,602

その他の包括利益合計 18,516 96,873

包括利益 △178,394 △1,253,975

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △178,394 △1,253,975

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：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,320,279 3,320,279

当期末残高 3,320,279 3,320,279

資本剰余金   

当期首残高 3,387,658 3,387,658

当期末残高 3,387,658 3,387,658

利益剰余金   

当期首残高 △3,119,645 △3,316,556

当期変動額   

当期純損失（△） △196,911 △1,350,848

当期変動額合計 △196,911 △1,350,848

当期末残高 △3,316,556 △4,667,405

自己株式   

当期首残高 △326 △326

当期変動額   

自己株式の取得 － △13

当期変動額合計 － △13

当期末残高 △326 △339

株主資本合計   

当期首残高 3,587,966 3,391,055

当期変動額   

当期純損失（△） △196,911 △1,350,848

自己株式の取得 － △13

当期変動額合計 △196,911 △1,350,862

当期末残高 3,391,055 2,040,192

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 13 △870

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △884 3,270

当期変動額合計 △884 3,270

当期末残高 △870 2,400

為替換算調整勘定   

当期首残高 △79,113 △59,712

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,400 93,602

当期変動額合計 19,400 93,602

当期末残高 △59,712 33,890
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △79,099 △60,582

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,516 96,873

当期変動額合計 18,516 96,873

当期末残高 △60,582 36,290

純資産合計   

当期首残高 3,508,867 3,330,472

当期変動額   

当期純損失（△） △196,911 △1,350,848

自己株式の取得 － △13

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,516 96,873

当期変動額合計 △178,394 △1,253,988

当期末残高 3,330,472 2,076,483
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30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（△） △124,733 △1,046,554

減価償却費 212,441 195,240

減損損失 33,105 140,923

退職給付引当金の増減額（△は減少） △171,957 △85,107

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,134 △43,951

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,153 △7,412

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △129,958 173,753

固定資産除却損 8,845 1,156

固定資産売却損益（△は益） 135 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,491 －

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 25,055

持分法による投資損益（△は益） △26,818 △42,408

受取利息及び受取配当金 △1,146 △820

支払利息 15,726 7,503

不動産賃貸費用 55,807 55,522

受取家賃 △97,012 △87,604

為替差損益（△は益） △18,222 －

売上債権の増減額（△は増加） 393,640 530,958

たな卸資産の増減額（△は増加） 514,482 626,845

仕入債務の増減額（△は減少） △724,299 △563,465

その他の流動資産の増減額（△は増加） 43,009 35,581

その他の流動負債の増減額（△は減少） △106,092 △89,459

小計 △122,718 △157,555

利息及び配当金の受取額 1,146 820

持分法適用会社からの配当金の受取額 2,890 1,890

利息の支払額 △15,726 △7,503

法人税等の支払額 △15,065 △17,410

法人税等の還付額 14,947 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △134,524 △179,759

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 △104,033 △109,570

有形固定資産の売却による収入 100 30

無形固定資産の取得による支出 △22,749 △8,700

投資有価証券の取得による支出 △1,085 △1,111

関係会社株式の売却による収入 － 30,040

事業譲渡による収入 179,726 －

投資不動産の賃貸による収入 41,221 32,082

資産除去債務の履行による支出 － △16,630

投資その他の資産に関する収入・支出（純額） 15,146 3,329

投資活動によるキャッシュ・フロー 108,324 △70,529

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 △204,350 △450,000

リース債務の返済による支出 △845 △885

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 △73,965 △150,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,321 20,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △98,844 △380,477

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期末残高 1,666,137 1,285,659
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 該当事項はありません。 

  

   

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微で

あります。 

(５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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）
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１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は、「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」および「海外事業」の５つの事業を行っており、それぞれ事業ごとに製

造・開発、販売計画を策定し、包括的な事業戦略の立案、意志決定を行っており、上記を報告セグメントとし

ております。 

 「マシンビジョンシステム・工業用事業」は、半導体製造・電子部品実装・液晶製造の各装置業界向けを中

心に、マシンビジョンレンズ、光源装置、光ファイバライトガイド、LED照明などを組み合わせ、画像処理シ

ステムの光学系機器として、また、当社の保有する光学技術を活用し、エレクトロニクスメーカーの検査部門

などへ工業製品分野向けCCD顕微鏡などを製造・販売しております。 

 「コスメ・メディカル機器事業」は、化粧品業界向けにコスメティック用肌カウンセリングシステムの製

造・販売をしているほか、医療業界向けに照明機器などを販売しております。 

 「オプトコム事業」は、光通信関連業界向けに光部品・光モジュールなどを製造・販売しております。 

 「機能性材料・その他の事業」は、当社が国内販売権を持つ各種ポリイミドチューブや各種シール材、粒子

などの材料ならびに商品を輸入し、販売しております。 

 「海外事業」は、主に当社連結子会社が当社製品を製造・販売しております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産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、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実

勢価格に基づいております。 

  

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

16



３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産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10月１日 至 平成24年９月30日） 

（注）１．セグメント損益の調整額94,385千円には、セグメント間取引消去等121,746千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用等△27,361千円が含まれております。 

２．セグメント資産の調整額2,686,419千円には、全社資産3,972,073千円、セグメント間消去等△1,285,653千円

が含まれております。 

３．その他の項目の減価償却費調整額14,113千円は、全社資産の償却費であります。また有形固定資産及び無形固

定資産の増加額の調整額27,940千円は、全社資産の増加額であります。 

４．セグメント損益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計 調整額 
連結

財務諸表 
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 
5,846,130  1,072,426  333,363 1,905,890  264,911  9,422,723  － 9,422,723

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

88,977  3,989  － －  684,436  777,403  △777,403 －

計 5,935,108  1,076,415  333,363 1,905,890  949,347  10,200,126  △777,403 9,422,723

セグメント損益 △169,795  38,824  △49,341 402,621  △233,339  △11,030  94,385 83,354

セグメント資産 2,158,077  492,100  186,118 365,997  1,246,325  4,448,619  2,686,419 7,135,039

その他の項目   

減価償却費 91,639  10,347  3,434 14,818  78,089  198,328  14,113 212,441

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

30,847  2,685  － 1,523  56,852  91,907  27,940 119,848
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当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

（注）１．セグメント損益の調整額 千円は、セグメント間取引消去等 千円であります。 

２．セグメント資産の調整額 千円には、全社資産 千円、セグメント間消去等 千円

が含まれております。 

３．その他の項目の減価償却費調整額 千円は、全社資産の償却費であります。また有形固定資産及び無形固

定資産の増加額の調整額 千円は、全社資産の増加額であります。 

４．セグメント損益は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計 調整額 
連結

財務諸表 
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 
4,535,774  1,049,091  330,248 1,632,626  221,727  7,769,467  － 7,769,467

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

72,201  1,920  － －  879,945  954,067  △954,067 －

計 4,607,975  1,051,011  330,248 1,632,626  1,101,673  8,723,534  △954,067 7,769,467

セグメント損益 △705,344  6,886  △90,529 228,093  △164,641  △725,535  △49,729 △775,265

セグメント資産 1,895,360  137,884  141,464 304,418  1,743,123  4,222,251  1,275,582 5,497,833

その他の項目   

減価償却費 65,459  10,473  3,424 16,204  86,243  181,805  12,394 194,199

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

23,998  －  － －  53,563  77,561  76,122 153,684

△49,729 △49,729

1,275,582 2,814,703 △1,539,121

12,394

76,122
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４．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） 

 当連結会計年度より、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、前連結会計年度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） 

 当連結会計年度より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 百万円の増加、コスメ・メディカル機器事業のセグメント利益 百万円の増加、オプトコム事業のセグ

メント損失 百万円の増加、機能性材料・その他の事業のセグメント利益 百万円の増加となっております。

  

（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、当

連結会計年度より、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、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。  

  

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。 

205 34

34 38
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前連結会計年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日）  

  

１．製品及びサービスごとの情報  

 当社および連結子会社の生産・提供する製品は広範囲かつ多種多様であります。 

 そのため、主要な個々の製品、またはこれらを類似性に基づいて区分したグループごとに、外部顧客への売

上高を把握することは困難であるため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報    

（１）売上高  
（単位：千円）  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし国又は地域に分類しております。 

各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：中国、東アジア、東南アジア諸国 

北米 ：米国 

欧州 ：イギリス、ドイツ、フランス 

  

（２）有形固定資産  
（単位：千円）  

  

３．主要な顧客ごとの情報 
（単位：千円） 

  

［関連情報］

日本 アジア 北米 欧州 合計 

 8,794,578       351,483  119,300  157,360  9,422,723

日本 アジア 北米 欧州 合計 

 267,158  430,459  －  11  697,630

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

パナソニック ファクトリーソリューションズ㈱  782,769 マシンビジョンシステム・工業用事業 
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当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日）  

  

１．製品及びサービスごとの情報  

 当社および連結子会社の生産・提供する製品は広範囲かつ多種多様であります。 

 そのため、主要な個々の製品、またはこれらを類似性に基づいて区分したグループごとに、外部顧客への売

上高を把握することは困難であるため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報    

（１）売上高  
（単位：千円）  

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし国又は地域に分類しております。 

各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：中国、東アジア、東南アジア諸国 

北米 ：米国 

欧州 ：イギリス、ドイツ、フランス 

  

（２）有形固定資産  
（単位：千円）  

  

３．主要な顧客ごとの情報 
（単位：千円） 

  

日本 アジア 北米 欧州 合計 

 7,017,701  581,712  69,821  100,231  7,769,467

日本 アジア 北米 欧州 合計 

 289,137  395,062  －  －  684,199

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

パナソニック ファクトリーソリューションズ㈱  780,233 マシンビジョンシステム・工業用事業 
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前連結会計年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日）  
 （単位：千円）

（注）減損損失の調整額 千円は、ERPシステム導入に伴う旧システムの評価額の引下げによるものであります。 

  

当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日）  
 （単位：千円）

（注）減損損失の調整額 千円には、遊休資産の評価額の引下げ 千円、セグメント間消去等 千円が

含まれております。 

  

前連結会計年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

前連結会計年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

［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］

  

報告セグメント

合計 調整額 
連結

財務諸表 
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

減損損失   －  － －  －  4,435  4,435  28,669  33,105

28,669

  

報告セグメント

合計 調整額 
連結

財務諸表 
計上額 

マシン 
ビジョン 
システム・ 
工業用事業 

コスメ機器 
事業 

オプトコム

事業 
機能性材料

事業 
海外事業

減損損失   －  － －  －  147,562  －  △6,639  140,923

△6,639 5,475 △12,114

［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］

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

      ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

１株当たり純資産額 円03銭 239 円03銭 149

１株当たり当期純損失金額（△） 円 銭 △14 13 円 銭 △96 95

  
前連結会計年度 

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年10月１日 

至 平成25年９月30日） 

当期純損失金額（△）（千円）  △196,911  △1,350,848

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失金額（△）（千円）  △196,911  △1,350,848

期中平均株式数（株）  13,933,490  13,933,466

（重要な後発事象）
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