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1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期第2四半期 1,243 44.2 77 ― 71 ― 69 △56.7

2019年3月期第2四半期 862 △45.2 △246 ― △130 ― 161 210.8

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　64百万円 （△63.7％） 2019年3月期第2四半期　　178百万円 （179.8％）

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

2020年3月期第2四半期 5.08 ―

2019年3月期第2四半期 11.72 ―

(2) 連結財政状態

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

2020年3月期第2四半期 3,508 1,391 39.7 101.10

2019年3月期 3,600 1,327 36.9 96.39

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 1,391百万円 2019年3月期 1,327百万円

2. 配当の状況

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2020年3月期 ― 0.00

2020年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 1,850 13.0 △210 ― △220 ― △230 ― △16.71

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正につきましては、本日公表しております「2020年３月期第２四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」を
ご参照ください。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注)詳細は、添付書類8ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期2Q 13,830,000 株 2019年3月期 13,830,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 62,159 株 2019年3月期 62,159 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 13,767,841 株 2019年3月期2Q 13,767,841 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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1.当四半期決算に関する定性的情報

(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我が国経済は、米中貿易摩擦の長期化が懸念され、先行きの不透明感が増し

ております。液晶を始めとするフラットパネルディスプレイ(FPD)の分野におきましては、FPDメーカーの設備投資

の慎重姿勢が強まり、厳しい受注環境が続きました。

　このような環境の中、当社グループでは、製品開発、販売拡大により事業基盤の強化を図ってまいりました。こ

の結果、当第２半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,243百万円（前年同四半期比44.2％増）、営業利益77百万

円（前年同四半期は営業損失246百万円）、経常利益71百万円（前年同四半期は経常損失130百万円）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は69百万円（前年同四半期比56.7％減）となりました。

　セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

　日本セグメントでは、主力製品である画像処理外観検査装置の売上が増加しました。この結果、売上高は983百万

円（前年同四半期比94.1％増）、セグメント利益は132百万円（前年同四半期はセグメント損失284百万円）となり

ました。

　米国セグメントでは、CAD/CAMソフト等の売上が増加しましたが、売上原価の増加により損失が増加しました。こ

の結果、売上高は197百万円（前年同四半期比5.5％増）、セグメント損失は56百万円（前年同四半期はセグメント

損失0.9百万円）となりました。

　韓国セグメントでは、画像処理外観検査装置の売上が減少しました。この結果、売上高は62百万円（前年同四半

期比62.9％減）、セグメント損失は17百万円（前年同四半期はセグメント利益19百万円）となりました。

(2)財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ91百万円減少しました。流動資産は売

上債権の減少44百万円、棚卸資産の減少23百万円などにより、97百万円減少しました。固定資産はほぼ変動があり

ませんでした。

　負債は、前連結会計年度末に比べ156百万円減少しました。流動負債は仕入債務の増加104百万円、関係会社整理

損失引当金の減少32百万円などにより、68百万円増加しました。固定負債は長期借入金の減少などにより、225百万

円減少しました。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益69百万円の計上などにより、純資産合計が64百万円増加しまし

た。

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の動向を踏まえ、2019年５月15日に公表いたしました2020年３月期通期連結業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日公表しております「2020年３月期第２四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,260,197 2,272,044

受取手形及び売掛金 736,530 773,336

電子記録債権 81,793 540

商品及び製品 8,259 6,250

仕掛品 175,784 149,763

原材料及び貯蔵品 42,142 46,187

その他 61,531 20,755

貸倒引当金 △24,180 △24,453

流動資産合計 3,342,060 3,244,423

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 35,562 34,352

その他（純額） 31,977 28,785

有形固定資産合計 67,539 63,137

無形固定資産

ソフトウエア 158,975 169,677

その他 2,285 2,285

無形固定資産合計 161,260 171,963

投資その他の資産

繰延税金資産 1,027 966

その他 28,793 28,501

貸倒引当金 △238 △207

投資その他の資産合計 29,582 29,260

固定資産合計 258,383 264,361

資産合計 3,600,443 3,508,785

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 266,251 370,736

短期借入金 645,424 642,424

未払法人税等 9,645 12,282

賞与引当金 9,540 5,540

関係会社整理損失引当金 32,430 -

その他 343,810 344,699

流動負債合計 1,307,102 1,375,681

固定負債

長期借入金 901,864 683,152

繰延税金負債 6,120 4,300

退職給付に係る負債 50,652 47,432

その他 7,677 6,241

固定負債合計 966,314 741,126

負債合計 2,273,416 2,116,808
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,951,750 1,951,750

利益剰余金 △576,694 △506,817

自己株式 △81,717 △81,717

株主資本合計 1,293,338 1,363,214

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △747 △1,868

為替換算調整勘定 34,435 30,630

その他の包括利益累計額合計 33,688 28,762

純資産合計 1,327,026 1,391,977

負債純資産合計 3,600,443 3,508,785
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 862,202 1,243,501

売上原価 669,982 780,081

売上総利益 192,219 463,420

販売費及び一般管理費 439,198 386,062

営業利益又は営業損失（△） △246,978 77,357

営業外収益

受取利息 90 225

受取配当金 109 188

受取賃貸料 277 -

貯蔵品売却益 125,701 -

その他 95 249

営業外収益合計 126,275 662

営業外費用

支払利息 6,937 5,624

為替差損 2,387 835

その他 180 12

営業外費用合計 9,505 6,472

経常利益又は経常損失（△） △130,208 71,548

特別利益

固定資産売却益 309,044 -

関係会社清算益 - 1,483

特別利益合計 309,044 1,483

特別損失

特別退職金 - 1,456

特別損失合計 - 1,456

税金等調整前四半期純利益 178,836 71,574

法人税等 17,445 1,697

四半期純利益 161,391 69,876

親会社株主に帰属する四半期純利益 161,391 69,876
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 161,391 69,876

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 496 △1,120

為替換算調整勘定 17,009 △3,805

その他の包括利益合計 17,506 △4,926

四半期包括利益 178,897 64,950

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 178,897 64,950

非支配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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 178,836 71,574

減価償却費 103,572 79,374

貸倒引当金の増減額（△は減少） 748 293

賞与引当金の増減額（△は減少） - △4,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,571 △3,220

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） - △32,430

受取利息及び受取配当金 △199 △413

支払利息 6,937 5,624

為替差損益（△は益） 951 942

有形固定資産売却損益（△は益） △309,044 -

売上債権の増減額（△は増加） 10,970 42,957

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,167 23,485

仕入債務の増減額（△は減少） △249,929 106,069

未収消費税等の増減額（△は増加） 42,029 14,381

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,635 24,181

その他 △12,942 10,833

小計 △243,030 339,653

利息及び配当金の受取額 197 411

利息の支払額 △7,741 △5,310

法人税等の支払額 △16,763 △879

営業活動によるキャッシュ・フロー △267,337 333,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,293 △1,358

有形固定資産の取得による支出 △13,643 △5,883

有形固定資産の売却による収入 544,821 -

無形固定資産の取得による支出 △422 -

ソフトウエアの取得による支出 △92,186 △81,305

その他 △64 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 437,210 △88,547

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） △700,000 -

長期借入れによる収入 1,300,000 -

長期借入金の返済による支出 △233,000 △221,712

財務活動によるキャッシュ・フロー 367,000 △221,712

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,771 △11,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 524,101 11,843

現金及び現金同等物の期首残高 1,067,746 2,228,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,591,847 2,240,370
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(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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９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)

報告セグメント

合計

日本 米国 韓国

売上高

外部顧客への売上高 506,484 187,456 168,261 862,202

セグメント間の内部売上高
又は振替高

35,264 5,817 23,654 64,737

計 541,748 193,273 191,916 926,939

セグメント利益又は損失(△) △284,432 △989 19,903 △265,519

2．報告セグメントごとの資産に関する情報

(固定資産の譲渡による資産の著しい減少)

当第２四半期連結会計期間において、京都第三工場の土地・建物を譲渡したことにより、前連結会計年度の末日

に比べ「日本」のセグメント資産が236,404千円減少しております。

3．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △265,519

セグメント間取引消去 2,688

内部利益の調整額 12,849

貸倒引当金の調整額 3,002

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △246,978
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4．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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９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)

報告セグメント

合計

日本 米国 韓国

売上高

外部顧客への売上高 983,324 197,803 62,374 1,243,501

セグメント間の内部売上高
又は振替高

117,160 ― 9,656 126,817

計 1,100,485 197,803 72,030 1,370,319

セグメント利益又は損失(△) 132,063 △56,765 △17,576 57,720

2．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 57,720

セグメント間取引消去 2,642

内部利益の調整額 △692

貸倒引当金の調整額 17,687

四半期連結損益計算書の営業利益 77,357

　

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。
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