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1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26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 ％

26年9月期第2四半期 3,443 △7.0 △133 ― △61 ― △126 ―
25年9月期第2四半期 3,702 △18.0 △200 ― △65 ― △230 ―

（注）包括利益 26年9月期第2四半期 △104百万円 （―％） 25年9月期第2四半期 △174百万円 （―％）

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9月期第2四半期 △9.09 ―
25年9月期第2四半期 △16.52 ―

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

26年9月期第2四半期 5,036 1,972 39.2 141.55
25年9月期 5,497 2,076 37.8 149.03
（参考）自己資本 26年9月期第2四半期 1,972百万円 25年9月期 2,076百万円

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

（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 7,785 0.2 10 ― 108 ― 50 ― 3.59



(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、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．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 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） 26年9月期2Q 13,933,928 株 25年9月期 13,933,928 株
② 期末自己株式数 26年9月期2Q 486 株 25年9月期 486 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期2Q 13,933,442 株 25年9月期2Q 13,933,489 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間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依然不透明感がありました。

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、円安と株高傾向が定着し、自動車や機械など輸

出産業を中心に業況改善が進み、緩やかな回復基調で推移いたしました。

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、円安等の影響により設備投資回復の動きが見られたものの、当社グループの本格的な業績回復には至

りませんでした。

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7.0％減）、営業損失

百万円（前年同期営業損失200百万円）、経常損失 百万円（前年同期経常損失65百万円）、四半期純損失 百

万円（前年同期四半期純損失230百万円）となりました。

セグメントの業績は以下の通りであります。

なお、第１四半期連結会計期間より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。

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 (４)四半期連結財務諸表に関する注記事項(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。

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,443

133 61 126

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「マシンビジョンシステム・工業用事業」に、

「海外事業」で計上していたマシンビジョンシステム製

品に係わる事業と「オプトコム事業」で計上していたフ

ァイバーや非球面レンス等に係わる事業を移管し、「マ

シンビジョンシステム・工業用事業」といたしました。

コスメ・メディカル

機器事業

コスメ・メディカル

機器事業

従来の「コスメ・メディカル機器事業」に、「海外事

業」で計上していたコスメ製品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 ―

ファイバーや非球面レンス等に係わる事業を「マシンビ

ジョンシステム・工業用事業」へ移管し、玉レンズキャ

ップ、ボールレンズ等に係わる事業を「機能性材料・そ

の他の事業」へ移管いたしました。

機能性材料・その他

の事業

機能性材料・その他

の事業

従来の「機能性材料・その他の事業」に「オプトコム事

業」で計上していた玉レンズキャップ、ボールレンズ

等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 ―

マシンビジョンシステム製品に係わる事業を「マシンビ

ジョンシステム・工業用事業」へ移管し、コスメ製品に

係わる事業を「コスメ・メディカル機器事業」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 2,243百万円（前年同期比1.4％減）、営業損失 191百万円（前年同期

営業損失315百万円)

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ず、売上高は前年同期に比べ減少し、利益面においても、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 243百万円（前年同期比50.6％減）、営業損失 39百万円（前年同期営業利益20

百万円）

コスメ・メディカル機器事業においては、化粧品業界向けのカウンセリング機器の導入が前期に一巡したことか

ら、売上高は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。

機能性材料・その他の事業 売上高 956百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益 97百万円(前年同期比3.5%増)

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、粒子類の販売は順調に推移し、又、

新製品の量産開始もあったことから、売上高は前年同期に比べ増加し、利益面においても増益となりました。

（２）財政状態に関する説明状況

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461百万円減少いたしました。主な増加は、受取手形及

び売掛金93百万円、原材料及び貯蔵品42百万円であります。主な減少は、関係会社預け金763百万円であります。

負債の残高は 百万円で、前連結会計年度末に比べ356百万円減少いたしました。主な増加は、未払金46百万

円であります。主な減少は、事業構造改善引当金170百万円、退職給付引当金98百万円であります。

純資産の残高は 百万円で、前連結会計年度末に比べ104百万円減少いたしました。主な増加は、為替換算調

整勘定21百万円であります。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553百万円で、前連結会計年度末に比べ731百

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、577百万円の支出（前年同期は626百万円の支出）となりました。主な増

減は、仕入債務の減少額405百万円、事業構造改善引当金の増加額167百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、94百万円の支出（前年同期は0百万円の収入）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108百万円であります。主な収入は、投資不動産の賃貸による収入21百万円であ

ります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、50百万円の支出（前年同期は100百万円の支出）となりました。主な支出

は、長期借入金の返済による支出50百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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25年11月8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26年5月13日に別途発表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

5,036

3,064

1,972

126
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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

該当事項はありません。

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25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 72,689 104,272

関係会社預け金 1,212,970 449,514

受取手形及び売掛金 1,065,042 1,158,108

商品及び製品 723,224 769,474

仕掛品 172,466 189,450

原材料及び貯蔵品 633,168 675,260

前払費用 55,674 46,374

未収入金 36,649 58,482

その他 28,195 28,227

貸倒引当金 △19,815 －

流動資産合計 3,980,265 3,479,165

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,094,291 1,031,308

減価償却累計額 △638,241 △547,661

建物及び構築物（純額） 456,050 483,646

機械装置及び運搬具 925,977 943,548

減価償却累計額 △804,658 △822,979

機械装置及び運搬具（純額） 121,319 120,569

工具、器具及び備品 1,019,550 1,000,298

減価償却累計額 △924,600 △913,754

工具、器具及び備品（純額） 94,950 86,543

土地 3,274 3,274

リース資産 4,881 4,881

減価償却累計額 △4,209 △4,616

リース資産（純額） 672 264

建設仮勘定 7,932 －

有形固定資産合計 684,199 694,299

無形固定資産

借地権 43,242 44,509

ソフトウエア 27,623 23,370

その他 2,965 2,880

無形固定資産合計 73,831 70,760

投資その他の資産

投資有価証券 19,060 21,822

関係会社株式 307,798 320,833

破産更生債権等 17,676 14,141

差入保証金 138,775 164,438

投資不動産 553,731 553,731

減価償却累計額 △269,211 △277,001

投資不動産（純額） 284,520 276,730
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

その他 9,381 8,592

貸倒引当金 △17,676 △14,141

投資その他の資産合計 759,536 792,417

固定資産合計 1,517,567 1,557,476

資産合計 5,497,833 5,036,642

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,160,715 1,089,481

短期借入金 500,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 75,000 25,000

未払金 335,794 381,943

リース債務 612 154

未払法人税等 83,298 84,952

賞与引当金 97,497 91,104

事業構造改善引当金 181,262 10,400

その他 126,440 117,432

流動負債合計 2,560,619 2,300,469

固定負債

退職給付引当金 749,332 650,546

受入保証金 36,087 37,987

繰延税金負債 1,281 2,022

資産除去債務 74,029 73,402

固定負債合計 860,729 763,959

負債合計 3,421,349 3,064,428

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 △4,667,405 △4,794,124

自己株式 △339 △339

株主資本合計 2,040,192 1,913,473

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,400 3,788

為替換算調整勘定 33,890 54,951

その他の包括利益累計額合計 36,290 58,740

純資産合計 2,076,483 1,972,213

負債純資産合計 5,497,833 5,036,642
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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24年10月１日
至 平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

売上高 3,702,554 3,443,497

売上原価 2,632,153 2,595,993

売上総利益 1,070,401 847,504

販売費及び一般管理費 1,271,089 980,642

営業損失（△） △200,688 △133,138

営業外収益

受取利息及び配当金 437 638

為替差益 87,097 18,057

持分法による投資利益 16,613 12,961

受取家賃 44,124 48,338

貸倒引当金戻入額 － 17,534

事業構造改善引当金戻入額 － 13,220

還付消費税等 25,968 －

その他 3,046 6,626

営業外収益合計 177,288 117,376

営業外費用

支払利息 4,159 2,852

手形売却損 104 1,584

売上債権売却損 5,708 5,850

不動産賃貸費用 32,056 35,013

営業外費用合計 42,030 45,301

経常損失（△） △65,429 △61,062

特別利益

固定資産売却益 － 3

特別利益合計 － 3

特別損失

固定資産除却損 － 48,264

減損損失 5,475 －

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 － 9,567

特別損失合計 22,161 57,832

税金等調整前四半期純損失（△） △87,591 △118,891

法人税、住民税及び事業税 7,155 7,827

法人税等調整額 135,386 －

法人税等合計 142,542 7,827

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △230,133 △126,719

四半期純損失（△） △230,133 △126,719
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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24年10月１日
至 平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △230,133 △126,719

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,869 1,388

為替換算調整勘定 53,522 21,061

その他の包括利益合計 55,391 22,449

四半期包括利益 △174,742 △104,269

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △174,742 △104,269

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24年10月１日
至 平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26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損失（△） △87,591 △118,891

減価償却費 99,225 71,638

減損損失 5,475 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 730 △98,785

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,666 △6,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △23,349

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △3,608 △170,862

固定資産除却損 － 48,264

資産除去債務履行差額 － 19,053

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 － 9,567

持分法による投資損益（△は益） △16,613 △12,961

受取利息及び受取配当金 △437 △638

支払利息 4,159 2,852

投資不動産賃借費用 23,398 27,208

受取家賃 △44,124 △48,338

売上債権の増減額（△は増加） 74,016 △79,587

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,450 △91,875

仕入債務の増減額（△は減少） △494,574 △89,252

その他の流動資産の増減額（△は増加） 30,402 △8,495

その他の流動負債の増減額（△は減少） △77,028 4,216

小計 △608,999 △566,627

利息及び配当金の受取額 437 638

利息の支払額 △4,159 △2,852

法人税等の支払額 △13,650 △9,142

営業活動によるキャッシュ・フロー △626,373 △577,984

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 △18,756 △108,575

有形固定資産の売却による収入 － 409

無形固定資産の取得による支出 △7,471 △959

投資有価証券の取得による支出 △571 △632

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 19,859 21,130

投資その他の資産の増減額（△は増加） △22,686 △6,124

投資活動によるキャッシュ・フロー 413 △94,751

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） 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △400,000 △50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △437 △457

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 △100,451 △50,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,309 △8,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △710,101 △731,872

現金及び現金同等物の期首残高 1,666,137 1,285,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 956,036 553,787
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（４）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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Ⅰ 前第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）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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年10月１日 至 平成26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）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。

（セグメント情報等）

報告セグメント 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

機能性材料

・その他の事業

売上高

外部顧客への売上高 2,274,076 492,694 935,783 3,702,554

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 2,274,076 492,694 935,783 3,702,554

セグメント利益又は損失（△） △315,179 20,211 94,279 △200,688

報告セグメント 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

機能性材料

・その他の事業

売上高

外部顧客への売上高 2,243,222 243,593 956,681 3,443,497

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 2,243,222 243,593 956,681 3,443,497

セグメント利益又は損失（△） △191,434 △39,249 97,546 △133,138
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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。

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「マシンビジョンシステム・工業用事業」に、

「海外事業」で計上していたマシンビジョンシステム製

品に係わる事業と「オプトコム事業」で計上していたフ

ァイバーや非球面レンス等に係わる事業を移管し、「マ

シンビジョンシステム・工業用事業」といたしました。

コスメ・メディカル

機器事業

コスメ・メディカル

機器事業

従来の「コスメ・メディカル機器事業」に、「海外事

業」で計上していたコスメ製品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 ―

ファイバーや非球面レンス等に係わる事業を「マシンビ

ジョンシステム・工業用事業」へ移管し、玉レンズキャ

ップ、ボールレンズ等に係わる事業を「機能性材料・そ

の他の事業」へ移管いたしました。

機能性材料・その他

の事業

機能性材料・その他

の事業

従来の「機能性材料・その他の事業」に「オプトコム事

業」で計上していた玉レンズキャップ、ボールレンズ

等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 ―

マシンビジョンシステム製品に係わる事業を「マシンビ

ジョンシステム・工業用事業」へ移管し、コスメ製品に

係わる事業を「コスメ・メディカル機器事業」へ移管い

たしました。
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