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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 791 63.4 15 ― 6 ― 3 ―
22年3月期第2四半期 484 △44.2 △119 ― △123 ― △131 ―

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

23年3月期第2四半期 0.23 ―
22年3月期第2四半期 △9.54 ―

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

23年3月期第2四半期 2,332 1,036 44.4 62.60
22年3月期 2,495 1,036 41.5 62.61

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,036百万円 22年3月期  1,036百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,810 13.5 80 ― 60 ― 50 ― 3.02



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 16,563,152株 22年3月期  16,563,152株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  7,086株 22年3月期  7,086株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 16,556,066株 22年3月期2Q 13,744,066株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）における当社グループの連結売上

高は、計測関連事業の主力であるデバイスプログラマ製品では、主要顧客であります携帯電話、デジタル

カメラ関連企業などの設備投資がやや回復しつつあり、計画通りの販売を達成しております。また、車載

用デバイステストシステム装置も設備投資の動きが出てきており、ほぼ計画通りの販売実績をあげること

が出来ました。システム関連事業におきましても、タッチパネル製品のうち大型タッチパネル製品は前連

結会計年度後半の繁忙感からの一服感はあるものの、金融端末向け小型タッチパネルが計画を上回る販売

を続けておりますことなどから、当第２四半期連結売上高は、ほぼ計画通りに推移しており、前年同四半

期と比べ大幅な増収で791百万円となりました。  

 営業損益につきましては、現在の経済状況を踏まえ、前連結会計年度から引き続き役員報酬や人件費等

の削減を始め、固定費を中心に具体的な経費削減策を実施しており、その効果から当社グループの第２四

半期の営業損益は、前年同四半期の営業損失119百万円から大幅に改善し、15百万円の営業利益となりま

した。経常損益につきましても、前年同四半期の経常損失123百万円から６百万円の経常利益となり、ま

た当第２四半期純損益は、３百万円の四半期純利益となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.3％減少し、1,347百万円となりました。これは、現金及び

預金が172百万円、製品が24百万円、その他が20百万円それぞれ増加いたしましたが、受取手形及び売

掛金が349百万円減少したことなどによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.0％減少

し、984百万円となりました。これは、投資その他の資産が26百万円減少したことなどによるもので

す。  

  この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて6.5％減少し、2,332百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.8％減少し、1,113百万円となりました。これは、短期借入

金が90百万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が106百万円、１年内返済予定の長期借入金が

53百万円、１年内償還予定の社債が31百万円それぞれ減少したことなどによるものです。固定負債は、

前連結会計年度末に比べて23.5％減少し、182百万円となりました。これは、長期借入金が27百万円、

社債が18百万円それぞれ減少したことなどによるものです。  

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて11.2％減少し、1,296百万円となりました。  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べてほぼ同額の1,036百万円となりました。これは、当第２四

半期連結累計期間の四半期純利益が３百万円であったものの、その他有価証券評価差額金が４百万円減

少したことなどによるものです。  

  

当期の連結業績につきましては、本日平成22年11月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご覧ください。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

1.棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。なお、棚卸資産の簿

価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切り下

げを行う方法によっております。     

2.固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。  

3.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、および一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測に

その変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。  

  

1.会計基準等の改正に伴う変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

2.表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表） 

前第２四半期連結会計期間において区分掲記しておりました、有形固定資産の「建物及び構築物」

は、資産総額の100分の10以下となりましたので、当第２四半期連結会計期間より有形固定資産の

「その他」に含めて表示しております。 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 430,357 257,900

受取手形及び売掛金 406,833 756,539

製品 133,321 108,747

仕掛品 217,542 209,320

原材料及び貯蔵品 129,916 129,313

その他 30,215 9,234

貸倒引当金 △267 △1,324

流動資産合計 1,347,919 1,469,730

固定資産

有形固定資産

土地 720,450 720,450

その他 1,849,165 1,848,124

減価償却累計額 △1,640,815 △1,625,026

有形固定資産合計 928,800 943,548

無形固定資産 3,644 3,921

投資その他の資産

その他 98,880 126,460

貸倒引当金 △46,648 △48,000

投資その他の資産合計 52,231 78,460

固定資産合計 984,677 1,025,930

資産合計 2,332,596 2,495,660

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 241,713 348,015

短期借入金 692,956 602,840

1年内返済予定の長期借入金 98,562 151,978

1年内償還予定の社債 36,600 68,250

未払法人税等 5,917 9,121

製品保証引当金 4,000 4,000

その他 34,070 36,519

流動負債合計 1,113,819 1,220,724

固定負債

社債 － 18,250

長期借入金 － 27,704

退職給付引当金 37,343 45,241

役員退職慰労引当金 17,471 17,322

再評価に係る繰延税金負債 125,206 125,206

その他 2,397 4,648

固定負債合計 182,418 238,373

負債合計 1,296,238 1,459,097
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,335,692 1,335,692

資本剰余金 91,261 91,261

利益剰余金 △361,391 △365,242

自己株式 △812 △812

株主資本合計 1,064,749 1,060,898

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,177 1,878

土地再評価差額金 △26,214 △26,214

評価・換算差額等合計 △28,391 △24,335

純資産合計 1,036,358 1,036,562

負債純資産合計 2,332,596 2,495,660
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 484,204 791,294

売上原価 388,334 545,817

売上総利益 95,870 245,477

販売費及び一般管理費 215,701 230,357

営業利益又は営業損失（△） △119,831 15,119

営業外収益

受取配当金 458 460

受取賃貸料 3,119 1,088

原材料売却益 503 3,167

助成金収入 2,720 －

その他 1,429 427

営業外収益合計 8,232 5,143

営業外費用

支払利息 10,746 13,122

その他 1,642 654

営業外費用合計 12,389 13,777

経常利益又は経常損失（△） △123,988 6,485

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 2,408

特別利益合計 － 2,408

特別損失

投資有価証券売却損 － 1,592

役員退職功労金 4,108 －

特別損失合計 4,108 1,592

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△128,096 7,301

法人税、住民税及び事業税 2,975 3,450

法人税等合計 2,975 3,450

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,850

四半期純利益又は四半期純損失（△） △131,072 3,850
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 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22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(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
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